
 

計画の進行管理及び評価にあたって 

 

 

 全国的に少子高齢化が進む中，子育ての不安や孤立を抱える保護者の増加，

家庭や地域の養育力の低下，子どもの育ちの保障の充実など，さまざまな課題

への対応が求められており，子育て中の親や子どもを支援する次世代育成に関

する施策の充実を図ることが急務となっています。 

 

 鈴鹿市では，このような課題に対応し，施策の充実を図り，子どもを持ちた

い人が安心して子どもを生み育てることができるまちづくりを行うため，鈴鹿

市次世代育成支援行動計画（後期計画）を策定しました。 

この計画は平成２２年度から２６年度までの５年間を期間とするもので，鈴

鹿市における子どもを取り巻くさまざまな分野の施策を総合的に推進していく

ために策定されたものです。 

 

本市ではこの計画の適正な推進を図るため，当該計画の進行管理及び評価を

客観的な第三者的見地から行うこととし，市内ＮＰＯ法人への委託方式を採用

しました。 

この計画に定める施策目標の現状と課題を踏まえ，より実効性のあるものと

するため，特に優先度が高いと判断される施策から，その方向性を示すことに

より，当該計画の進行管理及び評価を行うこととしました。 

 

これは，民間の発想を活かし，またＮＰＯ法人の特性を活かせる業務として，

費用対効果も考えた効果的・効率的な進行管理及び評価を実施し，市民のニー

ズに的確に対応したサービスの提供を目指すものです。 

 

今回「施策の方向性」として提案のあった内容については，その詳細も確認

の上，今後検討していくこととなりますが，いずれにしても，次世代育成支援

のさらなる推進につなげていきたいと考えています。 

 

 

鈴鹿市保健福祉部子育て支援課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜鈴鹿市次世代育成支援行動計画（後期計画）進行管理及び評価業務委託事業＞ 

 

 

 鈴鹿市の次世代育成支援に関する調査報告書 

                      ２０１３年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              特定非営利活動法人 ２１世紀の子育てを考える会．鈴鹿 
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Ⅰ．目的 

「子育てが楽しいと感じられる鈴鹿市」の実現に向けて 

鈴鹿市においては「鈴鹿市次世代育成支援行動計画（後期計画）」が平成２２年度から５か年計画でスター

トした。この行動計画は、子どもや子育て家庭などを対象に社会全体で次世代をどのように育んでいくのかと

いう社会全体の方向性を定めたものであり、平成１７年～平成２１年の行動計画（前期）の取り組み結果につ

いて評価し、検証した上で策定されたものである。 

「特定非営利活動法人 ２１世紀の子育てを考える会．鈴鹿」は、この新たに策定された行動計画（後期）

が市民のニーズに合致しているかなど、市民の立場から進捗状況を評価するための事業を受託し、平成２２年

度、２３年度と調査報告書をまとめ、施策の方向性を示した。 

今年度は、第３段階として鈴鹿市における現状を把握するために、平成２２年度の調査結果を基にして子育

て中の母親を中心にした保護者の意識調査と近隣市町の制度や実情の調査、並びに鈴鹿市における平成２３年

度の行政評価を調査するとともに、これらの調査結果を基に関係者による意見交換会を実施した。その上で行

動計画（後期）あるいは子育てに関わる各種事業について、改善などの必要性が認められればその方向性を示

すことにより，本計画の進行管理及び鈴鹿市の子育て支援事業に寄与することを目的とした。 

 

＜鈴鹿市のビジョン＞ 

「市民一人ひとりが夢や生きがいをもって安心して暮らせるまち すずか」 

                             （鈴鹿市第５次総合計画より） 

↑ 

成果指標          ●「子育てが楽しいと感じられる鈴鹿市」 

        ■子育ての楽しさ 

平成１６年度 平成２０年度 平成２６年度 

１５．５％ １９．７％ ２５．０％ 

 ●「仕事と子育てが両立しやすい鈴鹿市」 

        ■仕事と子育ての両立の大変さ 

平成１６年度 平成２０年度 平成２６年度 

７２．２％ ７５．１％ ７０．０％ 

                           （鈴鹿市次世代育成支援行動計画より） 

イメージ 

                 協働  

         行政               市民 

                     提案    

       ・行政の内部評価  →  ・市民の視点での評価 

↑            ↓「Check」 

        ・次の「Action」へ   ←   ・評価結果（市民の声の反映）          １ 



Ⅱ．調査概要 

             

１．意見交換会 

 ○日 時 ： 平成２４年１０月２０日(土)１０時～１２時  ジェフリーすずか 

 ○参加者 ： １１人（ＮＰＯ関係者５人・市議会議員５人・四日市大学松井教授） 

 

２．アンケート調査 

 ○調査期間  ： 平成２４年１２月１０日（月）～１２月２８日(金) 

○調査対象者： 鈴鹿市子育て支援センター(２か所)、つどいの広場（５か所）利用者 

○アンケート内容： 添付資料－１参照 

○アンケート用紙回収者： ２９６人 

 

３．近隣市町との比較調査  

  ○近隣市町 ： 四日市市、亀山市、津市、菰野町の３市１町 

  ○比較調査項目 

   ①通常保育事業 

   ②一時預かり事業        

 

４．平成２３年度行政評価に関する調査 

  ○調査項目 

   ①地域子育て支援拠点事業（1-2）      

   ②ファミリーサポートセンター事業（1-2） 

   ③公民館における子育て支援事業（2-1） 

   ④子ども家庭支援室（旧：家庭児童相談室）の体制強化（2-4） 

   ⑤子育て情報誌（2-7） 

   ⑥育児休業制度等の普及・啓発（1-3） 

   ⑦労働条件の確保・改善（1-3） 

   ⑧通常保育事業（2-2） 

   ⑨一時預かり事業（2-1） 

   ⑩放課後子ども教室の推進（2-2） 

    

 

【事業スケジュール】 

・１０月・・・次世代育成支援行動計画に関する研修、意見交換会開催 

・１２月・・・市民アンケート実施 

・１月・・・・近隣市町との比較調査・市民アンケート結果のまとめ 

・２月・・・・行政評価に関する調査 

・３月・・・・関係部署へのヒアリング・鈴鹿子ども支援ネットワークでの意見交換会 

調査結果報告書提出 

                                 ２ 



Ⅲ．調査結果            

 

1. 意見交換会結果 

 

平成２２年度、２３年度の調査内容の報告をし、平成２４年度の事業計画を説明した後、意見交換を実施した。 

 

○意見交換 

・認可外保育施設について・・・認可外保育施設への県からの補助金が平成２４年度からなくなる予定。休日

保育など認可外保育施設が担っている役割は大きい。 

・ワークライフバランスについて・・・子育て支援課と男女共同参画課がもっと連携していかないといけない。

働く女性に対して情報発信が必要。同時にフルタイムで働く女性が労働組合などを通して、自分たちに必要な

支援について声を上げる事も必要。 

・学童保育（放課後児童クラブ）について・・・三重県が学童保育への運営補助金をカットしたことに抗議し

た。税金の分配についてもっと考えていかなければいけない。 

・社会福祉協議会との連携について・・・鈴鹿市にももちろん地域福祉計画はあるが、高齢者や障がい者への

支援が主なものになっていて、子育てという視点が少ない。ふれあいサロン事業も行っているが、子育てに関

するサロンは少数である。子育て支援団体からの社会福祉協議会への働きかけ、連携が必要ではないか。 

・鈴鹿子ども支援ネットワークについて・・・ＮＰＯ法人こどもサポート鈴鹿さんが中心となって、子育て支

援団体と行政とのネットワークができている。毎月１回会議を行いながら、子育て支援者向けの講座や子育て

に関するイベントを開催している。このネットワークに社会福祉協議会も参加頂ければ良いのではないか。 

・女性の社会進出について・・・女性は社会に出て働きたいのか？女性が働く事について男性はどのように捉

えているのか？男性から早期退職してゆっくりしたいという声をよく聞く。 

・ファミリーサポートセンターについて・・・鈴鹿市は転入転出者が多いという現状があり、子育てを祖父母

や親戚に助けてもらえない家庭が多く、一日２０件近くの家庭がファミリーサポートセンターを利用している。

しかし、費用面で１時間７００円は高いという声をよく耳にする。また、利用会員さんからは、病後児保育の

充実や休日保育の充実をとの声も多く頂く。提供会員も鈴鹿市全域におりサポート体制はできているが、登録

しても仕事がないという地域がある。提供会員さんには、地域で子育てサポーターとして活躍する視点を持っ

てもらえるよう働きかけをしている。 

・子どもへの税制支援について・・・子育てや子どもに関わる費用については、税制支援が必要だと考えてい

る。子育てに関して必要なお金はみんなで支える。そのような意識が必要ではないか。 

・子どもの気持ちについて・・・子育てをしていく中で、祖父母や親戚など、 

身近な人からの支援がある家庭では、共働きでも子どもへの影響は少ないが、 

支援がない家庭では、子どもがインフルエンザなどで長期にわたり学校を 

休まなければいけない時など、子どもを一人家において仕事に行くという 

話を耳にする。支援のある家庭と支援のない家庭では、子どもへの影響が、 

大きく違ってくる。子どもへの負担や気持ちを考えると、このような不公平 

をなくしていかなければと思う。 

・先進国の子育てについて・・・先進国の子育ては、子育ての個人化が 

進んでいる。しかし、子育てには人に助けられ人を助けるといった地域 

での繋がりが大切である。「子育ての社会化」が必要。 
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２．アンケート調査結果 

 

 今回の事業の目的である「子育てが楽しいと感じられる鈴鹿市」の実現に向けて、どのような課題があるの

かを把握するためアンケート調査を実施した。平成２２年度の調査内容を基にしながら、平成２２年度からの

進捗状況を確認した。 

アンケート調査は、鈴鹿市子育て支援センター２か所及びつどいの広場５か所において、子育てをし

ている保護者を対象にアンケート用紙を渡し答えていただいた。この際、アンケート項目に答えるだけ

でなく、自由記述として子育てに関する悩みやあったらいいなと思う事業（サービス）などを記載して

いただいた。 

 

 

● あなたの性別  

 

 

女 265 

男 5 

無回答 26 

計 296 

 

 

  

 

 

 

 

● あなたの年代 

 

 

１０代 1 

２０代 65 

３０代 198 

４０代～ 29 

無回答 3 

計 296 
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とても楽しい

16.3%

つらいことも

あるが楽しい

ことが多い

80.4%

楽しいことも

あるがつらい

ことが多い

3%

とてもつらい

0.3%

問１．あなたは、鈴鹿市次世代育成支援行動計画を知っていましたか？ 

 

 

                             

はい（知っていた） 24 

いいえ（知らなかった） 270 

無回答 2 

計 296 

 

 

 

 

 

 

 

問２．あなたは、子育てが楽しいですか？ 

 

 

とても楽しい 48 

つらいこともあるが  

楽しいことが多い 
238 

楽しいこともあるが  

つらいことが多い 
9 

とてもつらい 1 

計 296 

 

 

 

 

問３．(問２に関連して)あなたは、子育ての何が楽しくて、何がつらいですか？（自由記述） 

＜楽しいこと＞ 

・子どもの成長。（多数） 

・子どもの日々の発達。（多数） 

・昨日出来なかったことが今日出来たりするのを見ると感動してとても嬉しいです。 

・子ども、家族のつながりを実感できる。 

・子どもと一緒に遊ぶこと。 

・子どもといろいろな体験が出来ることが楽しいです。 

・子どもと一緒にでかけること。 

・子どもの笑顔が見られて嬉しいし可愛い。 

・基本すべてが楽しい。 

                                               ５ 



＜つらいこと＞ 

・言う事を聞いてくれない時。 

・子どものしつけに悩む。 

・機嫌が悪く泣き続けられるとイライラする。 

・夜泣きがつらい。 

・子どもが病気になった時など、焦ってしまいます。 

・自分のやりたいことが出来ない。 

・自分の時間がない。 

・一日中子どもと二人の時間が長いとストレスを感じる。 

・子どもがぐずって思い通りに家事ができない。 

・夫の協力がない。 

・夫の血を引く子どもを産んだことがつらい。 

・社会との関係が持てない。 

・経済的に厳しく、お金の自由がない。 

 

 

問４． あなたは、子育てについて気軽に相談できる人がいますか？ 

 

 

 

いる 289 

いない 4 

無回答 3 

計 296 

 

 

 

 

 

※誰ですか？ 

 

配偶者 247 

親 210 

兄弟姉妹 94 

友人 193 

その他 15 

 

 

 

その他・・・りんりんの先生、保育園の先生、職場の先輩。 

                                               ６ 
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50

100

150

200

250

問５． あなたは、子育て支援（次世代育成支援）の中で、何が必要だと思いますか？(複数回答) 

 

１．子育て支援センターなど支援施設の充実 198 

２． 公園などの遊び場の充実 172 

３．保育園・幼稚園での園庭開放の充実 112 

４．公民館における子育て支援事業の充実 72 

５．妊娠・出産・育児に関する勉強会の開催 52 

６．妊産婦・乳幼児の訪問指導の充実 33 

７．父親の育児参加への機会の提供 75 

８．母子・父子相談窓口の充実 27 

９．一時預かり保育の充実 163 

１０．ファミリーサポートセンター事業の充実 41 

１１．保育園・幼稚園の入園児童数の拡大 123 

１２．育児休業制度などの普及・啓発 65 

１３．児童手当の充実 120 

１４．子ども医療費助成の拡大 79 

１５．児童虐待に関する相談体制の充実 20 

１６．ＤＶに関する相談体制の充実 12 

１７．障がい児への支援事業の充実 33 

１８．発達障害についての相談・支援体制の充実 35 

１９．地域医療・小児救急体制の充実 84 

２０．予防接種に関する助成の拡大 109 

２１．子育てに関する情報発信の充実 90 
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問６．(利用中の子育て支援センター又はつどいの広場についての質問です) 

   あなたは、どのくらいの頻度で、この施設を利用していますか？ 

 

 

ほぼ毎日 12 

週に２～３日 78 

週に１日 77 

月に１～２日 84 

年に数日 30 

無回答 15 

計 296 

 

 

 

 

 

問７．（問６に関連して）施設の利用についてご意見はありませんか？（自由記述） 

 

・いつも楽しく利用させて頂いています。（多数） 

・いつも清潔で安心して利用出来る。 

・歌遊びや手遊びなどイベントがあってとても新鮮です。 

・先生の手作りおもちゃや絵などたくさんあって良いと思う。 

・先生方がよく話を聞いてくれるのでとても助かっている。 

・りんりんの様な施設がもっとほしい。（多数） 

・数を増やすのは難しいと思うが、歩いて行ける場所に子育て支援センターがあれば嬉しい。 

・りんりんの駐車場が少なく、満車の時は入る事が出来ないので改善してほしい。（多数） 

・土曜日・日曜日も利用できると助かります。（りんりんは土曜日に利用ができるので助かっている） 

・夏季期間はもう少し遅くまで利用させてほしい。 

・感染予防の為に、加湿器や空気清浄器を導入してほしい。 

・飲料水の自動販売機を設置してほしい。 

・りんりんの床が冷たい。 

・芝生の広場があるといい。裸足で走るスペースがほしい。 

・お弁当持参の為、冬はレンジがあるとありがたい。 

・おもちゃの片づけをしている親子が少なくて困ります。 

 

 

 

 

 

 

８ 



問８．（鈴鹿市のホームページについての質問です） 

   あなたは、鈴鹿市のホームページ（特に「生活便利帳＞子育て」など）を利用していますか？ 

 

 

いつも利用している 2 

ときどき利用している 48 

あまり利用していない 64 

利用していない 83 

見たことがない 83 

無回答 16 

計 296 

 

 

 

 

 

問９．（問８に関連して）鈴鹿市のホームページについてご意見はありませんか？（自由記述） 

 

・とても見にくい。（多数） 

・ごちゃごちゃしていてわかりにくい。 

・探したい情報がどこにあるのかわかりにくい。 

・バンビ―キッズ、りんりんだよりの更新がもう少し早い方がありがたい。 
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問１０．あなたは、「ワークライフバランス」という言葉を御存知ですか？ 

 

 

よく知っている 17 

大体知っている 47 

あまり知らなかった 82 

全く知らなかった 136 

無回答 14 

計 296 

 

 

 

 

 

問１１．あなたは現在、仕事をしていますか？ 

 

 

している 33 

していない 203 

育児休暇中 46 

無回答 14 

計 296 

 

  

 

 

 

問１２．（問１１で「していない」と回答された方に）あなたは仕事をしたいですか？ 

 

今すぐしたい（パート・

アルバイト含） 
38 

子育てが一段落したら

したい 
144 

出来ればしたくない 10 

したくない 7 

わからない 4 

計 203 
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問１３．あなたは、ご自身のワークライフバランスについて、どのようにお考えですか？(自由記述) 

 

・今しかできない子育てを沢山楽しみたいと思う。 

・自分のプライベートを侵害しない範囲で良い気分転換になるように社会と関わりたいので、仕事と家庭の   

両立に賛成です。 

・お金に余裕はできるが、忙しい、疲れでストレスが溜まりそう。 

・３歳までは子どもをそばで見ててあげたいと思っています。 

・まだ仕事をしていないのでわからないですが、ある程度子どもと離れる時間も必要だと思います。 

・仕事をしていない現状では保育所になかなか入れず、でも預けないことには就職活動も難しく、一歩を踏 

み出せないでいます。 

・まだ育児と仕事を両立したことがないので、どの程度大変なのかわからない。 

・仕事復帰すると残業が多い仕事なので不安です。 

・子どもと一日中一緒に居るのも大変で仕事をしたいと思う時もあるけれど、毎日一緒にいても子どもは母  

親を必要としてくれるのを見ると、やっぱり一番そばで日々の成長を見届けたいと思う。幼稚園に入る頃か 

ら少しずつ働き出したい。 

・とても良いことだと思うが、子育てを仕事の為に手を抜くことはダメだと思う。 

・転勤族なので、夫や両親の協力が得られないと仕事の復帰は難しい。資格があるので求人はもらっても、 

すぐに預けられる体制がない。 

・子どもが学校に行っている時間にパートに行っても、学童を使用していないと、長期休みだけ学童などに 

入りにくい。学校の休みのときに子どもを預けるところが少なく、ずっと仕事を続けるのが難しくなる。 

・仕事と子育てを両立することで、生活が充実すると思う。 

・７月まで働いていたのでできればまた働きたい。しかし、主人はあまり家事育児に仕事で関われないので、 

自分の負担を考えると厳しいかと思います。 

・今はよくわからない。・ 両立できるか不安。 

・幼稚園か保育園に入ったら仕事をしたいと思っている。 

・核家族で仕事と家庭の両立は難しいと思う。理解ある職場を求める。 

・今、育児休暇中で来年から復帰予定です。初めてのことで育児と仕事の両立ができるのか少し不安です。 

・残業が多い、土日しか子どもと接せれないので、寂しいです。 

・保育園もとてもよくしてくれるし、だんなさんも協力してくれるので、何とかバランスよくできています。 

・なかなかむずかしい。 

・子どもと朝からずっと一緒だと煮詰まってしまうけど、仕事をすることによって心に余裕が持てる。 

・仕事をしているほうが自分のストレス発散にもつながると思う。 

・今は、経済的に節約しているものの、何とかやっているので、子どもが小学校に行くまではまだやりたく 

ない。為替をやって少しはお金にしている。 

・保育園に入る事ができなくて、今は働けていないですが、金銭的にも働きたいです。 

・自分の睡眠時間を削って仕事をしていて、仕事量が多いと十分に子どもと向き合えないはがゆさがある。 

・以前、仕事（正社員）をしていたが、やはり女性の負担が大きく、サラリーマン家庭での共働きは難しく 

感じました。子育てには自分にも余裕がないとうまくいかないことが多かった気がします。 

・仕事がしたいが、風邪などで休んだ時に、預けられる人が近くにおらず、そのことを考えるとなかなか始 

められない。 

・子どもが病気でも休みやすい会社があれば両立したい。                    

・娘夫婦を仕事をしながら支えていけたらと思う。                       １１ 



・仕事も大切にしながら、たくさんの人とかかわり子育てをしたい。 

・両立したいがどちらかに集中すると育児も仕事も完璧に出来ていないような感じがする。ゆとりが必要だ 

と思った。 

・午前中の仕事にかえたことにより、子どもとの時間が増え、今とても充実している。しかし、収入が減っ 

たので、日々の生活は大変です。 

・子どもがまだ手がかかるため、子育てを仕事よりも大事にしたいと思います。 

・祖父母や保育園などの支援体制が必要になってくるので、十分相談しあって上手く両立させていきたい。 

・働こうと思っても入所できる園がなかった。（４月入所も途中入所も無理だった） 

・子育てが一段落して働ける場所があれば働きたいと思うが、周りの協力も必要なので大変だと思う。 

・子どもが二人いても働けるところがあるのか心配。近くに親戚もいないので。 

 

問１４．子育てに関する悩み、あったらいいなと思う事業（サービス）など、ご意見をお聞かせ下さい。 

(自由記述) 

 

（子育て支援センター・つどいの広場の拡充） 

・りんりんの施設を増やしてほしい。はぐはぐはサークル単位なので近くでも利用できない。はぐはぐをり 

んりんのように使えたらと思います。 

・りんりんの様なセンターがもっと増えるといいなと思います。 ・ 支援センターの拡大（多数） 

・子育て支援センターは遠くて利用に時間がかかるので、各地区に１ヶ所づつあればよい。高齢者（老人ク   

ラブ）の見守りと協同すればよい。 

（一時保育の拡充） 

・一時保育の拡充。・ 一時預かりの充実（病院などの通院）・ 一時保育を充実させてほしい。（低料金、日数） 

・一時保育のできる保育所が神戸と河曲で四日市よりばかりなので、すごく不便。りんりんの近くに作って 

下さい。・もう少し安価な一時預かりがあれば嬉しい。・育休中でも週一で預かってくれるサービスがほしい。 

（保育所について） 

・保育所への入所をしやすくしてほしい。 

・就職していれば、保育所に入所しやすいが、預け先が決まっていなければ仕事に就けない。 

・仕事場に子どもを預かってもらえる場が増えること。 

（病後児保育について） 

・病後児保育の充実 

・仕事をしたいのですが、子どもの病気になったときの預け先がネックになっています。祖父母に頼らず働 

くにはどうしたらいいのか悩んでいます。病後児保育の充実を期待します。 

（その他のご意見） 

・医療費の窓口支払いがなくなるともっと楽になって良いです。（小牧市はそうだと言っていました） 

・園に通っていない３～５歳児が遊べる場所、行事があると嬉しい。 

・子どもを気軽に連れて行けるようなトイレやオムツ替え等の場所を増やしてほしい。 

・昔と違い、ご近所や周りの育児関与が少なくなってきていると聞いた事があります。その事で母親への育   

児負担、プレッシャーが高まり昨今の事件の火種になっていると思います。もっと安価でもっと気軽に（当

日受付 OK等）週一でも一時保育可能になると、そういった負担が少しは軽くなるんじゃないでしょうか。 

・鈴鹿には図書館が一つしかなく、津が一番近いので、もう少し図書館を増やしてほしい。 

・今を生き、今を共に楽しむ。子どもに負けないくらいの愛を私も子どもに届け続けていきたい。 

・生活費がありません。夫から DVを受けて逃げています。助けて下さい。             １２ 



３．近隣市町との比較調査結果 

 

１３ 
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４．平成２３年度行政評価に関する調査結果 

  平成２２年度から５か年計画でスタートした次世代育成支援行動計画（後期計画）に関する平成２３年度

行政評価については、行政における内部評価等の結果（単位施策、事務事業評価、事業実施状況報告）を基

にした聴き取り調査を踏まえ、事業評価を行った。 

○ 行動計画実施状況に対する評価結果 

番号 行動計画の事業名 所管課 進捗達成度評価 本調査による評価の説明 

所管課 本調査 

1-2/1-3 地域子育て支援拠

点事業（ｾﾝﾀｰ型、

ひろば型） 

子育て支援課  ３ ｾﾝﾀｰ型 

４ 

 

 

 

市民への広報(外国籍の人も含め)を改善

しようと努力している。また、新規事業

として｢初めてのﾏﾀﾆﾃｨ広場｣事業を実施

し、好評を得ている。 

新しくﾊｰﾓﾆｰが開設され、平成 23 年度だ

けで延べ 1686 人が利用した。（りんりん

は延べ 32,971 人が利用） 

ひろば 

型 ４ 

６か所のひろばでは、全体として利用者

が前年より 1.3 万人も増え(33%増)、多

くの親子に利用された。子育て支援事業

として喜ばれている。 

1-2/2-2 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事

業 

子育て支援課  ３  ４ 事業を担当している NPO 法人の努力に

より、23 年度は提供会員が前年より 26

人増え、活動実績も 2857 回と対前年約

5 割増になっている。子育て支援事業と

して市民に大きく貢献していると言え

る。 

2-1/1-2 公民館における子

育て支援事業 

生涯学習課  ３  ２ すべての公民館では、公民館運営委員会

のもと民児協などと連携して講座等を

行っているとのことであるが、担当課と

して目指すところが見えない。 

各公民館に対して、この事業への取り組

み方などを示すことを検討していただ

きたい。 

2-4/1-2 子ども家庭支援室

(旧家庭児童相談

室)の体制強化 

子育て支援課 ３  ４ 23 年度では担当職員を 1 名増員して支

援室の体制強化が図られた。そして増加

する相談に対応されている。難しい職務

ではあるが、関係者が連携して努力され

ている。 

2-7/2-1 

 

子育て情報誌 

 

子育て支援課 

 

 ３ 

 

 ３ 

 

子育て応援 book とﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し、り

んりん等で配布すると共に、赤ちゃん訪

問の事業の中で関係者に配布して活用

している。 
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1-3/2-2 

 

 

1-3/2-3 

育児休業制度等の

普及・啓発 

 

労働条件の確保・

改善 

産業政策課 

 

 

産業政策課 

 ３ 

 

 

 ３ 

 ３ 

 

 

 ３ 

この２つの事業では、共に三重県から得

られた情報を”広報すずか”に啓発記事と

して掲載したり、三重県から得られたチ

ラシなどを”広報ものづくり”を配布する

時に同封したりして啓発に努めている。 

しかし事業の内容を見ると男女共同参

画課との連携が望まれるものであり、男

女共同参画課と連携してこの事業を進

めることを検討していただきたい。 

2-2/1-1 通常保育事業 子育て支援課  ３ 公立  

 ３ 

 

 

 

 

公立 10 か所全体の入所者は定員に対し

て約 1 割の定員割れになっているが、各

地域での児童や障害児の受け入れ等も

行っているため，やむを得ないと考えら

れる。 

私立 

 ３ 

 

入所希望の児童に対応するため努力さ

れ、一部の保育園では定員以上に受け入

れている。引き続き、柔軟な対応が望ま

れる。 

 

2-1/1-3 一時預かり事業 子育て支援課  ２  ３ 公立 2 か所、私立 13 か所の計 15 か所の

保育所（園）で体制はできたとのことで

あるが、23 年度は公立 2 か所、私立 7

か所で実施された。延べ利用児童は約 1

万人で有効な事業として効果を上げて

きている。 

2-2/1-3 放課後子ども教室

の推進 

生涯学習課 

 

 ３  ２ この事業は、国・県の補助金を活用し実

施しているとのことであるが、利用して

いる児童数は少なく有効な事業とは思

えない。職員も 1.2 人掛かりきりになっ

ており、事業そのものの見直しが必要と

思われる。 

 

※ 評価の指標：１：遅れている ２：やや遅れている ３：計画通り ４：ほぼ達成 ５：達成 

 

※関係部署への聴き取り調査 

 ・生涯学習課   2013年 3月 7日（木） 

 ・子育て支援課  2013年 3月 8日（金） 

 ・産業政策課   2013年 3月 8日（金） 

 ・男女共同参画課 2013年 3月 12日（火） 
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Ⅳ．まとめ 

 

平成２２年度から５か年計画でスタートした「鈴鹿市次世代育成支援行動計画（後期計画）」を実効性ある

計画とするため、市民の視点に立って進捗状況を評価し、改善に向けた内容をまとめることが必要となる。 

平成２２年度、２３年度に引き続き、本委託事業の第三段階として、平成２２年度の調査結果を基にして子

育て中の母親を中心にした保護者の意識調査と近隣市町の制度や実情の調査、並びに鈴鹿市における平成２３

年度の行政評価を調査するとともに、関係者（鈴鹿子ども支援ネットワークのメンバー）による意見交換会も

実施し、これらを次のとおりまとめた。 

 

１．意見交換会 

 

（１） 意見交換会では、「先進国における子育ての個人化」という視点から、子育ての社会化を実現するため

には地域福祉と次世代育成の連携が重要であるという意見が出された。また、男女間における意識の

相違、社会構造の問題など、山積する社会の課題について率直な意見交換が行えたことは、昨年度に

引き続き大変貴重な機会であった。このような意見交換会の場での声を行政にも集約し、市民の視点・

ニーズから市民と共に新たな事業を組み立てていくこと（ＰＤＣＡ）が、次世代育成支援行動計画の

みならず、地域福祉計画や男女共同参画基本計画などの行政計画でも必要と思われる。 

 

（２） 次世代育成支援・子育て支援は、社会全体で子育てを応援していくこと＝「子育ての社会化」を前提

としているが、現状では、子育てはまだまだ個人の問題となっている。地域社会全体で子育てを応援

するという気運の醸成が必要であると思われる。また「子育ての社会化」は、行政・学校と市民活動

団体・自治会・社会福祉協議会・企業といった多様な主体が連携していかなければ達成できない課題

である。そのためには、ネットワーク（連携）の構築が不可欠であり、多様な主体によって熟議を重

ねながら、「子育ての社会化」を進めていくことが大切である。 

 

２． アンケート調査 

 

（１） アンケート調査を実施した結果、回答者は女性が２６５名（８９％）と母親の声が圧倒的に多く、昨

年度のアンケート調査と同様に、男女共同参画でもある子育てについて、父親（男性）の声がなかな

か聞こえてこないという結果となった。ワークライフバランスの観点からも、子育て中の父親の声を

把握し、行動計画に反映させていくことが課題となる。また、今回のアンケート調査の実施場所は、

子育て支援センター及びつどいの広場であったが、このような施設に出かけられず、相談できる人も

おらず、孤立した保護者の声をどの様に集められるのか、今後の課題でもある。 

 

（２） 今回のアンケートは、子育て支援センターを利用する保護者への調査であり、回答者は、仕事をして

いない人が２０３名（６９％）と育児休暇中が４６名（１５％）と専業主婦の母親の声が多かった。

その人たちの声には、子どもと長時間一緒に過ごす生活にストレスを感じている人が多く、一時預か

り保育へのニーズが高かった。また、仕事をしていない２０３名のうち、今すぐ仕事をしたい人が３

８名と子育てが一段落したらしたい人が１４４名と母親の多くが再就職への意欲は高かった。しかし、

保育所の問題などで、再就職が困難であるという声が多く寄せられた。 

 

１７ 



（３） ワークライフバランスという言葉について、全く知らなった人が１３６名（４６％）という結果にな

ったが、今回のアンケート調査の実施で「ワークライフバランスの普及啓発」に貢献できたと考える。

今後は、企業（経営者）に対して、また市民に対して、ワークライフバランスの講演会や研修を実施

するとともに、女性への再就職支援の講座など、さまざまな事業を実施していくことが大切である。 

 

（４） 今回のアンケート調査でニーズの高かった「子育て支援センターなど支援施設の充実」「公園など遊び

場の充実」「一時預かり保育の充実」など、市民の求めるニーズを的確に把握し、鈴鹿市の次世代育成

支援行動計画に反映させていくことが大切である。 

 

３．近隣市町との比較調査  

 

（１） 昨年度と同様に今回の調査でも、四日市市、津市、亀山市、菰野町の４市町との比較調査を実施した。

比較内容としては、通常保育と一時預かり保育の２項目であった。平成２６年度の目標数値に向けて

着実に実施されているが、予算など多くの課題があることも把握できた。 

                                        

４．平成２３年度行政評価に関する調査 

 

（１） 平成２３年度の事務事業評価に関する調査を実施した結果、事業に関する担当課と当団体による事業

評価に若干の相違はみられたが、各担当課ともに次世代育成支援に関する事業は、しっかりと取り組

まれており、今後のさらなる発展を期待するものである。 

 

（２） 行政評価における行政側のコメント欄を見ると、市民の視点に立って市民にとって有益な事業である

のか、市民にとってどのような課題があるのか明確になっておらず、評価シートへの記載方法の改善

が必要と考える。 

  

（３） 個々の事業で見ると、子育て支援課が担当の「地域子育て支援拠点事業」と「ファミリーサポートセ

ンター事業」では利用者が大きく増え市民にとって好評となっている。一方、生涯学習課が担当して

いる公民館での子育て支援事業は各公民館におまかせの状態になっており、担当課として主体的に関

わる事業になっていくことが望まれる。 

 

５．その他 

 

○「鈴鹿子ども支援ネットワーク」における意見交換会（2013年 3月 13日） 

鈴鹿市には、子どもに関わる行政関係課と子育てや子どもに関わるＮＰＯ５団体とが連携し、おおむね毎月

１回話し合う場を設置した「鈴鹿子ども支援ネットワーク」がある。このネットワークの会議での意見交換

会では、市民と市民、行政と市民とが連携することが重要であるという認識で一致し、市民の声を集約し、

行政へ届けることもこのネットワークの役割の一つとしていきたいとの意見であった。 

○「地域福祉計画」・「教育振興基本計画」・「男女共同参加基本計画」などの各種計画と「次世代育成支援行動

計画」との連携した取り組みが大切である。 

○「子どもの声」「子育て中の保護者の声」「保育園・幼稚園・学校の現場の声」「ＮＰＯの声」などを集める  

『子ども・子育て会議』を創設し、当事者の声を計画に反映させることが大切である。      
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Ⅴ．施策の方向性 

今回の調査等の結果を踏まえ、次の提案内容により、施策の方向性を示すこととする。 

 

１． 一時預かり保育の充実 

  今回のアンケート調査でもニーズの高かった一時預かり保育の充実が必要と思われる。 

  アンケート調査の問１１での、「あなたは現在、仕事をしていますか？」との問いに「していない」と回

答された人が２０３名（６９％）であった。問１２での、「（問１１で「していない」と回答された人に、  

  「あなたは仕事をしたいですか？」との問いに、「今すぐしたい」と回答された人は３８名（１９％）、「子  

  育てが一段落したらしたい」と回答された人が１４４名（７１％）と就労に対するニーズが高いことがわ  

  かった。求職活動中の保育の問題を抱える母親が多く、一時預かり保育のニーズが高いことが明らかとな

った。また、育児休業中の母親や求職活動以外の母親からも自身のリフレッシュに一時保育を利用したい

との声があったが、子どもを預ける理由を聞かれるなどで気軽に利用できない現状がある。 

  女性の就労支援、また、児童虐待防止の観点からも、一時預かり保育のさらなる充実が必要と考えられる。 

 

２． 保育サービスの充実 

  今回のアンケート調査でもニーズの高かった保育園・幼稚園の入園児童数の拡大を含めた保育サービスの

さらなる充実が必要と思われる。 

  鈴鹿市では、待機児童は０（ゼロ）となっているが、アンケート調査でも明らかな様に、女性の就労希望

は年々増加傾向にあり，保育所への入所希望は増加している。 

また、特定保育については、民間保育園１園で実施されているものの、週三日の保育に対して保育料が高

いとの声がある。待機児童ワースト１であった横浜市（資料２）はニーズ調査を実施し、市民のニーズに

合わせた保育サービスを充実させることにより待機児童０（ゼロ）を実現した。 

鈴鹿市においても、当事者のニーズを分析し、ニーズに合った保育サービスのさらなる充実が望まれる。 

 

３．ワークライフバランス及び女性の就労支援に関する啓発活動の充実 

次世代育成支援・ワークライフバランス及び女性の就労支援に関する広報活動や講演・研修など啓発活動

の充実が必要と思われる。 

次世代育成支援・ワークライフバランスを社会全体の取り組みとするためには、さまざまな主体が連携し

協働しなければ実現は不可能である。特に、働きながら子育てをする環境を整えるためには、企業への啓

発・広報活動が重要である。そのためには、商工会議所や青年会議所と連携した広報活動や経営者に対す

るワークライフバランスに関する研修など事業の展開が必要である。また、女性の再就職支援など、就労

支援やキャリア教育に関する講座の開催も必要となる。現在、これらに関係する事業は産業政策課が担当

しているが、男女共同参画課においても意識的に連携を図りながら取り組むことが必要と考えられる。 
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Ⅵ．資料 

資料１：アンケート調査の資料 
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資料２：横浜市のホームページ（乳幼児一時預かり） 
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