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平成 26年度 第３回磐田市子ども・子育て会議 会議録 

 

開催日時    ：平成26年８月29日（金）13：30～15：30 

出席者     ：委員11名  欠席２名 

事務局     ：10名 

傍聴者     ：１名 

 

１．開会 

傍聴希望者入場。 

 
２．意見交換 
(1)子ども・子育て支援事業計画における各事業の「量の見込み」について 

子ども・子育て支援事業計画における各事業の「量の見込み」について、事務局より説明。 

 

＜質疑応答・意見交換＞ 

委 員：資料９ページの学童保育だが、高学年まで出しているということは、６年生までやるつも

りということ？ 

事務局：はい。27年度から拡大する予定。 

委 員：それは全学校で？ 

事務局：放課後児童クラブの運営に関する基準が定められ、市の条例も新しく施行していく形にな

る。それに伴って市の児童クラブの増員についても、９月議会で６年生までの承認を求め

る。ただ、現実問題として、現在のキャパ・指導員の数において、６年生まで対応できる

かというと難しい。厚生労働省管轄の放課後児童クラブと文部科学省管轄の放課後子供教

室とあるが、空き教室の積極的な活用ということで、６月に新たに「放課後子ども総合プ

ラン」が策定された。基本的に、クラブや教室はこれから各学校の敷地内で行うことにな

っている。しかし、学校で空き教室を、と言われてもなかなか難しい状況だが、空いてい

る教室を活用できないかということをもう一度精査して積極的な活用を進めていきたい。

９月の校長会で、空き教室について活用できないか投げかけたいと思う。今後５年間の中

で、短時間の利用もできるように確保したいと思う。 

委 員：４年生から学童に行かなくて、行き場がなく寂しい子達が「俺の家来いよ」と、親がいな

い所で悪い遊びをして非行に走るケースがある。もし６年生まで延長すると、その不安が

すごく減る。中学校に入ってしまえば、ある程度時間が遅くなるのでその必要がなくなる

と思う。ただ単に３年生を６年生までに延ばすだけでなく、中学生になってからの非行の

芽が少なくなることについても、すごく重要になる。ぜひ頑張ってほしい。 

委 員：５年間でという話があったが？ 

事務局：学校ごとに今のキャパと利用量の差がかけ離れている。もし来年度、６年生まで拡大の中

で、希望の意向が上がってきた段階では、正直言って６年生まで受け入れられるところも
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あると思う。今３年生まででいっぱいというクラブについては、申し訳ないが遅延判断を

する。ただ、５・６年生になってくると、部活動が始まることもあり、放課後児童クラブ

にいる時間が１時間～１時間半あるかどうかという状況の中で、保護者の皆さんがどのよ

うな選択をするのかが掴めない。来年度の意向を全ての学年で取らせていただいて、正確

な実績に近い数字を抑えながら今後の施設整備をしていきたいと思う。 

委 員：４年生までのニーズが高いという話だったが、定員がいっぱいで高学年を受け入れられな

い所では順番を待つようになるのか。 

事務局：現在、１年生から３年生までの受入れの優先度はやはり低学年から。その流れをそのまま

引き継いでいく形で考えている。ただ、３・４年生はだいたい同じような時間で学校生活

を送っているので、４年生まで何とか受け入れることができるかどうかというのが、ここ

１～２年では最大の問題であると思っている。 

委 員：学童の意向率の平均値が記載されているが、実績から見ているということであるが、実績

というのは希望者全員になるのか。 

事務局：待機児童も含んでいる。実際に入った人数ではなくて、申請をしている人数。 

委 員：資料６ページの０歳児だが、人生において一番０歳児の一年が大切だと思う。色々な事情

があって預けざるを得ない人もいるが、ある市で調べたら、０歳児１人が１年間保育所に

通うと、それにかかる経費が300万円。300万が磐田の数字とイコールかどうかは分からな

いが、それが300人になると９億円。これだけの金額を、たった300人のために使って良い

のか。不公平感はないか。 

そして、０歳の１年間はとても大事だから、基本的には企業に「産休や育休をせめて１歳

になるまでは取ることができるように」と市も働きかける。それによって、子どももお母

さんがいて安心できるだろうし、市の財政負担も軽くなるのでは。 

このペースで何でも要望があったら受け入れて、例えば０歳児がいる世帯が1,000世帯あっ

たとして、その内の300世帯だけが300万を受け取って、あとの700世帯は何も受け取らな

いことになる。そういう不公平感を考えないといけない。必要な人がいるのは分かるが。 

委 員：300万というのは市から？ 

委 員：保育園に対して、１人の子どもを保育園で見るとすると、300万かかる。各家庭が出してい

る保育料は別の話。最終的に市が１人に対して300万円分負担をしているという意味。 

委 員：最近女性の社会進出が増えていて、企業への産休や育休の働きかけも必要だと思う。 

しかし、それをママだけに押し付けるのか？という所があって、やはり父親も参加するべ

き。女性だけが１年～１年半のキャリアを中断されるのは正しいのか。父親の育休も含め

て考えなければならないと思う。 

委員長：０歳児はとてもお金がかかるということで、量の見込みとしてなるべく抑えた方が良いの

ではという１つの視点だと思う。父親や、企業が男女問わず両親へのサポートをするとい

うことももちろんあると思うが、磐田市ではどれくらいかかっているのか？ 

事務局：手元に資料がないのでざっくりで話をさせていただくと、１人のお子様が０歳児として入

った場合に保育単価が決まっていて、新規事業でも16万くらいだと思う。それに対して、
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０歳児保育加算という加算補助金もあるので、ざっくり言うと１ヶ月20万以上のお金は、

０歳児１人お預かりすると、各保育園にお支払しているのかなという認識をしている。 

それを仮に30万としたときに、年額で換算すると、掛けていただければ分かると思う。 

それから、利用負担として、仮に30万だとした時に、国で決められた保育料がある。それ

は保育単価で大体10万。そうすると30万から10万を引いた20万に対して、国が1/2、県が

1/4、市が1/4補助していくという仕組み。市の単独費としていくら出すかというと、国と

県と市が往々に負担をして１人の乳児をお預かりするという仕組み。 

当然、各保護者の保育料は、収入状況によって変わるので、本当に生活困窮の方であれば

格安の金額になるし、夫婦共働きである程度収入のある方は高い金額を市で徴収させてい

ただいている。 

委員長：やはり300万近いということ。例えば市によって変わるということはないのか。 

事務局：市によって変わるというのは、例えば東京と磐田市だと、地域の経済力というかお金のか

かる指数が違うので、地域によって区分がある。あとは、施設の保育士の経験年数とか、

そういうものを全て加味して、「Ａ保育園だとこの保育単価」というのが、すごく細かい

表で決まっているので、今の答えからすると、地域によって若干の差があり、各施設規模

においても若干の差がある、というようにご理解いただければと思う。 

委 員：30万から10万を引いた20万の1年分、市は240万の1/4の60万？ 

事務局：そういう計算で良いと思うが、先ほどの意見は、１人のお子様をお預かりする時に、それ

くらいの経費が税金など色々なところからかかってくるというご意見だと私は認識して

いるので、今の回答になった。 

委員長：国から出ようが市から出ようが０歳児にかかる金額は変わらない。 

委 員：０歳児は、本当は親が見るのが良いに決まっている。０歳児の１年間は大切なので、企業

がもう少しバックアップしてくれてそのお金が浮けば、他に回せるのではないか。別に、

使うなという意味ではなく、もっと有効にたくさんの人に使った方が価値があるのではな

いか。困る人が絶対にいるのは分かるので、困る人に対してはあげれば良いが、それがわ

からずに、どんどん要求していってしまうと、本当に歯止めがきかなくなってしまう。 

委員長：両面から、もう少し０歳児の見込みが減る方策を。 

委 員：預けなくてもいい環境を整える方法も大切だと思う。 

委 員：０歳児を預けなければならないとか、ニーズを分析しないと分からない。行政でできるこ

と、企業でできること。自分の会社は比較的大きな会社なので、やはり産む時には色々な

対応をしてくれていて、育児休暇や短時間勤務ということで通常８時間勤務を６～７時間

にすることもできる。労働組合で会社にそのような状況を作っているのだが、その中に預

けなければいけない人もいるだろうし、できるかどうかは別として、そしたらどういうこ

とをしたらいいのか？ということが見えてくるのではないかと思う。 

委員長：自分の子どもも１歳になって保育園に預けることになり、妻が仕事に復帰したが、時短が

認められず、さらに配置換えが行われて静岡市まで通勤することになり、仕事を辞めざる

を得なくなってしまった。育休もないので、休職上がりで退職してもらうことになった。 
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預けなければいけないかとなれば、預けなくても何とかできなくもないかもしれないが、

預ける必要も少しはあるということで色々と悩んだ。お金の事を考えると、先ほど１人300

万程度かかると話があったが、公的資金としては育休中に１人のお母さんに月15万位出し

た方が安い。それに、親が見ることができるというメリットもある。だから、企業も育休

を取りやすい方向に。 

委 員：以前は育休がなかったので、働いている方は２か月から預けていた。現状では、育休を取

る人が増えたので、母親も1年間で育児に自信もつき、子どもにとってもよいことと思う。

しかし、育休がなかったり、乳児保育の必要な人もある。赤ちゃんでいる時期は、ほんの

わずかな期間で、いつまでもお金がかかるわけではない。この大切な時期に社会がお金を

かけるのに不公平感はあるのだろうか。お金をかけずに保育の質を下げては、よくないし、

危険でもある。 

委員長：自分も最近まで子どもがいなくて、不公平感そのものは仕方ないかなと思っていた。実際

に１人300万近くかかることは知らなかった部分ももちろんあるが。 

委 員：０～２歳は手のかかる時期なので、それに対する人件費はしっかり用意して質を落とさな

いようにやっていっていただきたい。 

委員長：なるべくお母さんが見られるようにというのも大事だけど、見ることができない人にとっ

て質が低下するようなことになってはいけないと思う。 

委 員：私の幼稚園は、来年度から認定こども園になる。とりあえず来年１年は３歳から、28年度

からは０歳児も預かる。今年は、認定こども園になるということで、今まで幼稚園の説明

会に一切来なかったようなフルタイムのお母さんが数名説明会に来てくれた。説明会の時

に０～３歳までの話をさせていただいて、その後選ぶのはお母さんですよという言い方を

したら、本当に数は少ないが、２割くらいの方が「私はフルタイムで保育園しか考えてい

なかった。でも、今の話を聞いたら時間を少なくして子どもに関わって１号認定の幼稚園

に行こうと思う。」という方がいた。今までそのお母さん達は、子育てについての話を聞

くチャンスがなかっただけで、ちゃんと話を聞けば「そうなのか」と思う人もいる。０歳

児の大切さを知った上で、それでも事情で預けなければならないならそれを選択すればい

いと思うが、何も知らなくて「預ける場所があるから預けましょう」となっているのは違

うということをやってもらいたい。多くの企業が０歳児の大切さを意識して、親として１

年間だけでも見られるような姿勢を出していってほしい。 

委員長：０歳の間はお母さんが見ることができるように作っていった方が良い。昔から比べると良

くはなっているが、検討した方が良い。できない場合も支援は手厚く。 

委 員：「お母さんが」の違和感がある。お父さんはしなくて良いのか？お母さんは頑張っている。

頑張っているから「助けて」と言っている。磐田市として、お母さんが面倒をみなさいと

いうのは違うと思う。 

委員長：「お母さんが」というわけではなく、“頑張って”ではなく、頑張らなくても見られる状

況を作っていくのが大事であって、それはお母さん・お父さんのどちらでもよくて、両親

でできる方がやることが大事。 
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委 員：やはり地域が大事。地域で応援ができたら良いと思う。 

委員長：地域という話が出たが、地域について意見は？ 

地域の方と何かをするためには、その前の段階から“地域”ができあがっていないといけ

ない。地域の人達のコミュニケーションができている上で「大変そうだから助けてあげよ

う」となると思う。 

委 員：おじいちゃん・おばあちゃん、特に、団塊の世代で一段落した人達は関わりたくて仕方な

い。でもその方法が、どうやって関わって良いのかチャンスがない。私の幼稚園では、お

じいちゃん・おばあちゃんに来てもらって関わってもらうようにしているが、人気があっ

てみんな来てくれる。若い親子がわからない手遊びや伝承遊びをして、喜んでやってくれ

ている。公民館や幼稚園・保育園などで、そういったことを年に何回か行うように、行政

として提案すると良いと思う。やりたがっている人がものすごくたくさんいるはず。それ

がたまたまマッチングしないだけ。 

委 員：場所を作ってあげるのが大事。男性は特に場がないと動かない。学校や自治会が場を作っ

てあげてそこに集う。 

委員長：最近、道路族という言葉がある。道路で子どもが遊んでいて、親もいて、車が来ても車に

文句を言う。昔も道路で遊ぶ子どもはいたが、お互いに配慮しながらやっていたなと思い

ながら記事を読んだ。注意するにも、やはり地域のコミュニケーションが取れていれば「危

ないよ。車が来るからどかなきゃダメだよ」と注意しても、円満だと思う。 

委 員：今は子ども達が遊ぶ場がなくてかわいそうだと思う。 

委員長：地域コミュニティの作り方は、先ほど委員がおっしゃったような意見も大切だと思うし、

何か新しい展開がこれから求められているのでは。 

委 員：自分は核家族で出産したが、仕事に復帰した。ファミサポを使おうと思ったが、やはり人

に預けるのにすごく抵抗があって、登録はしたが１回も預けなかった。２人目の出産の時

は、上の子を連れて病院に行くと待ち時間も長く、問診もあったので、連れていくのは大

変だから預けたいと思っていた時に、同じアパートの方が預かってくれて、安心して預け

ることができた。やはり地域で友達を作ることが大事。 

委員長：信頼関係のある地域との関わりが大事だと思う。ママ友というと、良いイメージと悪いイ

メージがあるが、やはり仲間が必要。 

委 員：その人は年も離れていて、ひとり暮らしの人。「いつでも見てあげる」と言ってくれる。 

委員長：私も大家さんがいい人で、「もし何かあったら預かるよ」と言ってくれる。実際にそうな

ることはないと思うが安心できる。「本当にそうなったらお願いします」と言えるという

のが、安心できる。 

委 員：信頼関係が築けていれば。どんな人がわからないのに預けるのは多分抵抗があると思う。 

委員長：例えば、今回ファミサポというキーワードが出てきた。ファミサポを利用したい人とファ

ミサポで交流会を行う。知っている人だったら預けることができるようになるのでは。 

委 員：知っている人には預けやすい。 

委員長：色々な側面から話が出た。現在の見込量についてどうか、という話になるが、例えば資料
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６ページの０歳児にいたっては、二重枠の中の事業計画値、平成27年度300人が見込みと

いうことか。下限時間を120時間とした場合、事業計画値は300人になっている。 

事務局：資料５ページ、会議で出た意見を踏まえ計画数値を策定したというところで、待機児童が

多いので、まず当面120時間という制限のもとで解消し、解消ができた段階で、国が示す

46～64時間にシフトしたらどうか。その数値については毎年検討しながら方向付けをした

らどうかという意見を委員の多くからいただき行き着いたものと認識している。それを踏

まえて、６ページの二重枠所、120時間について目標数値を定め、将来的には64時間を目

標に対応していきたいということで、二段書きとさせていただいている。 

委 員：申請書を預かっているという見込量が297人で、それに対して300人ということで理解した

ので良いか。 

事務局：６ページ、平成25年度の実績値、407人が申込み数となっているので、申込み数をクリアし

た数字に至っていないという現状がある。逆に、ニーズ推計では600人を超える。「でき

れば預けたい」とか、希望的な数値も入っているので、育児休業取得の部分において、数

値があまりに過大に出すぎているという全国的な傾向も踏まえ、また、この会議において

「できるだけ小さい子どもは親が見るべきだ」「企業への働きかけが重要」などの意見が

出たこともあり、本市としては希望意向調査からは64時間で630人という数字がでている

が、二重枠内に記載した、27年度120時間で300人、64時間で340人と提案している。 

委員長：パターン①見込み、27年度336人となっているが、この数字はどこから？ 

事務局：「現在育児休業を取得中ですか？」という項目から、全国平均の数字を使ったということ

ではなく、磐田市の調査から出た数字で計算をした結果となっている。 

委 員：この230人の判断基準は？  

事務局：０歳児家庭に、使いたいか・使いたくないかを取っているので、いつから使いたいか？と

いう項目がない。そのため、育児休業が明けたら使いたいという人もいるし、今すぐ使い

たいという人もいると考える 

委 員：この数値はニーズ調査から出ていて、ニーズ調査は全家庭を対象にしているわけではない

から、抽出の中からの数字という解釈で良いか。 

事務局：アンケート調査から「何割のお子さんが使いたい」という割合が出る。その割合と27年か

らの人口推計を掛け合わせて出している。 

委 員：そうすると、約半分が産休・育休利用になるのか。気になるのは「できれば利用したい」

という「できれば」はどの程度なのか？ 

事務局：新法施行に合わせて「アンケート調査をこういう項目で取りなさい」という指針が国から

示された。それを基本ベースに磐田市オリジナルの項目を加えてスタートしたが、分析を

した最終結果において、本来きっちり掴みたいアンケート調査まで行き着いていなかった

というのが、全国どこも統一した状況だと思う。例えば、児童クラブもすごく数値が上が

ったので、その後国が一定の基準を示して「その数値を参考にして市町で決定してはどう

か」との指示があった。 

本市の中で議論して600人と出ているが、実態は400人の申し込みがある。しかし、将来的
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な施設を絵に描いた餅で600人とするのは簡単だが、そうではなく、実態に合って何年に

は具現化できる目標としてきっちり設定すべきだという視点で数値を弾かせていただい

たので、実際の希望者の数字と、我々が提案する数字がイコールになるとは認識していな

い。しかし、そこの目標までやりたいという思いで今回提案させていただいている。また、

「この数字までやったら、さらにやらないのか？」ということではなく、今後保育園の施

設整備も検討課題で何園かある。小規模保育事業として認証保育所が０～２歳を預かって

いただけるパイを増やしていくような努力もこれからしていくので、あくまで現段階で計

画策定における目標数値の設定ということでご理解いただきたい。 

委 員：先ほどの、120時間を考えながら実績を踏まえて計画して、それを満たした数字を今回の計

画値とするという考えに関しては良いと思う。 

委員長：現在の入所数から60増えるということは、私としては評価できると思う。 

委 員：申込み数すべてが待機児童数ではない？ 

事務局：この数字は、あくまで認可保育園への申し込み。認可保育園に申し込んでいるが現在は認

可外に通っている子も入っている。 

委 員：ちなみに、今の時点で０歳児の待機児童はいるのか。 

事務局：市に申込みをしているが、“保育に欠ける”という条件を満たして待っている方を待機児

童とすれば、かなり少ない。申込書を受け付けていて、これから働きに出たいという人を

カウントすると約20人。ただ、申込書を預かっているが入れないという数が全年齢では年

度末で300人くらいまでいってしまう。 

ただ、来年度から新法になって、“保育を必要とする”という定義に変わるので、“保育

に欠ける”から待機かという議論ではなく、入りたいという申請を出された方はあくまで

も保護者サイドからすると“保育を必要とする”と我々は認識する。 

委 員：“保育に欠ける”人に対する保育は満たしていくことができると考えたので良いか。 

事務局：満たせるか満たせないかについては、「推測される」というか、満たしていきたいという

希望があるということ。 

委 員：資料10ページにあるショートステイとは？ 

事務局：保護者が病気などで見られない時に、一時的に施設で預かる。市内に１か所ある。宿泊が

できる施設。 

誤解があってはいけないのではっきり申し上げると、児童虐待により市としても保護した

いという意もありますので、保護者が泊まりで預けたいという概念ではなく、緊急時に対

応するための施設。 

委 員：７ページの、１・２歳のニーズ量が急に多くなるのはなぜか？ 

事務局：育児休業明けの申し込みの方が多いので、数字としては跳ね上がっているのではないかと

思う。 

なぜ跳ね上がっているのかは分からないが、６ページの０歳もニーズ集計は跳ね上がって

いる。将来預けたいという以降も含めて数値を弾いているので、25年度の実績からすると、

１・２歳でそれだけニーズ推計としては希望があったと我々は捉えている。 
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委 員：資料11～14ページのニーズ量の単位が人日とか人回となっているが、どのように計画や整

備をしていくのか。 

事務局：11ページの地域子育て支援拠点事業は、市内にある全ての子育て支援センターの延べ利用

者数という考え方である。 

委 員：それは理解している。それを増やした場合、施設的な対応とか人的な対応とかはどういう

イメージなのか？ 

事務局：それについては、市内全域の配置や、地域的な配置を考えながら、利用者数の増減に対応

していきたいと思っている。後々利用者数が減ってくるのであれば、将来的には数を縮小

することも考えている。保育園等に比べて、定員としてきっちりとした数字が出ているわ

けではない。 

委 員：地域子育て支援センターはどこにあるのか？ 

事務局：市内には現在９か所。とみがおか保育園など、保育園の中に設置されている所もある。 

委 員：地域子育て支援拠点事業の対象児童が０～２歳となっているが、もっと上の年齢の子ども

も利用しているのでは？ 

事務局：実際に利用しているのは小学生くらいの子もいるが、今回のアンケート調査対象が０歳～

２歳である。現実的には未就学。 

委 員：実績は25年度だけなのか。25年度は実績で、27年以降は全部予想ということ？ 

事務局：25年度の実績の数字は０～２歳ではなくて実際に25年度に利用があった数。ほとんどの方

が「利用したい」に○をつけても来ない。実際には20万位の数字が出ているが、「利用し

たい」と回答して希望はあっても、年１回とかの利用はあるかもしれないが、日常的に利

用する方はフルタイムの場合は少ないと考える。 

委 員：私も０歳児は親が見るのが一番良いと思うが、なかなかそういう条件にならないことも出

てきてしまっている。市として、企業に対してどのような働きかけをしているのか？ 

事務局：後で、子ども・子育て支援事業計画の素案として、考え方や事業のイメージをお示ししよ

うと思っていたのだが、その資料５ページに「子育てに向き合える職場環境」として、我々

が取り組もうしている考え方が載っている。これについて具体的にどういう手法でどうや

っていくのかという所まで、計画の中で言及できるかどうかは分からないが、本市として

は、例えば商工観光課等と協議を進めながら計画策定を進めているので、働きかけは何ら

かの形で進めていきたいと思っている。 

ただこればかりは、各企業は企業で努力、もしくは苦労されている所もあるので、我々の

立ち位置として、何かを制度化して強制的に突っ込めるのか、あくまで啓発というかお願

いレベルに留まるのかは非常に難しい部分である。ここが一番悩み所だと思うが、何らか

の形を計画の中には示したいと思っている。 

委 員：例えば良い企業を表彰、賞状を渡すとか、悪いところは言わなくてもいいので、それだけ

でもみんなが「その企業って魅力的な企業なんじゃないか？働きやすい企業なんじゃない

か？」ということはあると思う。そういう働きかけを考えてもらえたらと思う。 

事務局：現在、色々な企業を回らせてもらっている。170社くらい。その時に企業の対応について聞
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いている。 

 

(2)子ども・子育て支援事業計画「基本目標」及び「基本方針」について 

子ども・子育て支援事業計画「基本目標」及び「基本方針」について、事務局より説明。 

 

＜質疑応答・意見交換＞ 

委 員：「Ⅰ幼児期の教育・保育を提供する体制の確保」の中に、私立認可保育園が入っていない。 

事務局：入れるように訂正する。 

委 員：２ページ、次世代を作っていく若者については、とても大事な点だと思う。今、若者が結

婚しない、子どもを持たない・持てない理由の一つは“就労環境”だと思う。働く場所、

安定した収入がないと、「子どもを持ちたい」ということに繋がらない。なかなか行政で

就労の場を整備するのは難しいのかもしれないが、その観点での施策があれば良いのでは

ないか。 

委 員：結婚・出産・子育てに希望が持てない若者に関しては、一家団らんを経験していない人も

多いと思う。家庭の温かみや楽しさなどを知ったら「自分もこういう家庭を作りたい」と

思うかもしれない。そこが全ての基本だと思う。そういう文言を入れていただけたらと思

う。 

委員長：誤解のないように、念のため。うちは家族仲良く団らんがあった。だからこそ「自分の収

入では、この団らんは作れない」と思うと、二の足を踏むという側面はあるかもしれない。 

委 員：「作りたいな」と思っていない人がいるのが問題。 

委 員：キャリア教育が必要なのではないか。 

委員長：私もそれは感じていて、キャリア教育をしないと就職に関してあまり真摯に捉えていない

学生が多いのは事実。「契約社員でいいや」とか「アルバイトでいいや」と思っている人

も少なくない。何かキャリア教育的なものが仕組みとしてあればと思う。 

委 員：それは家庭の中ですることでは？ 

委員長：学校に丸投げしている親が多い。就職支援室があって、こっちからどんどん聞いて行かな

いとわからないし、大学４年生の夏になって「就職活動したい」と言ってくる子もいる。 

委 員：責任を持つのが嫌、責任を持たされるのが嫌という部分があるのかもしれない。みんな産

まれてきたのは価値や意味がある。それが学校教育で成績をつけられて、一部の優秀な人

間が物事を動かしていて、自分達はそれについていくだけだったので、それで「もう後で

いいや」となってしまった。一人ひとりみんな意味があるわけだから、そういうのを普段

の中から言っていって欲しい。一人ひとりの価値観をわからせて欲しい。 

委員長：昔は、野球ではピッチャーの人気が高かったが、今はピッチャーをやらせたがらない親が

多い。自分の子どものせいにされたくない。残念ながらそういう事が現状としてある。「責

任ある仕事に就かなくても楽に幸せに生きられる」と言っている親も中にはいる。やはり

キャリア教育は社会で行っていかないといけないのかもしれない。 

委 員：幼稚園に関しては就職が少ない。本人が「行きたい」と言ったら５割以上の親がストップ
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をかける。「そんな大変な事をわざわざやることはない」と言う。 

遠州地区に私立幼稚園が15園あって、ガイダンスを行うと120～150人くらい学生が集まる。

そこで「実習をやってみない？」と言うと、みんな「やりたい」と言う。しかし１ヶ月経

って連絡があったのは１件だけだった。 

委員長：愛知から来ているが、静岡県は就職に関して甘く見ている学生が少し多いと思う。「卒業

する頃には何とかなっているだろう」「そのうちなんとかなるだろう」と思っている。 

あと、市で相談室の出張をするのも、ひとつの策ではないかと思う。 

ＩＴも出ているが、ＩＴ弱者というものをどうするのかというのも。 

委 員：「ネットを見てください」と言われても見られない人もいる。色々な方法があって良いと

思う。４ページの思春期の学生について、私の子どもが中学生でよく言われているのが、

ＬＩＮＥなどＳＮＳの弊害。携帯やスマートフォン、ｉＰｏｄやＤＳなど、色々な装置で

通信ができるので、それらを使ってコミュニケーションを取っている。そういう機器を親

が知らずに買って与えてしまうので、そこは何とかしなくてはならない。特にＬＩＮＥは

携帯番号で認証して利用する方法があるため、親が子どもに自分の携帯番号を教えて、そ

の番号を使って子どもがｉＰｏｄでＬＩＮＥをやっていたりする。そういうことを親が分

かっていなくて番号を教えている。分からないから、ではなく、与えるならしっかり親が

把握して、分からないならやらせないようにする必要があると思う。 

委 員：12時間以上使用している女子高生が10％。でも、それは女子高生だけの問題ではない。お

母さんもやっている。３つ４つＬＩＮＥのグループを持っていて、「買い物行ってきます」

「行ってらっしゃい」「行ってらっしゃい」「行ってらっしゃい」・・・。返事がないと

「どうかされました？」と。24時間手放せなくなっている。８月に父親講座を開いた時に、

「お父さんたち、お母さんのＬＩＮＥを見てください。本当に困っているお母さんがいっ

ぱいいますよ。」と話をした。楽しんでいるお母さんも確かにいるけど、それは１～２割。

あとの８～９割は「もう、どうしていいかわからない」「付き合いできない」「専業主婦

だけど、これを抜け出したいから仕事しようと思う」というお母さん達がたくさんいる。

「もう、いい加減にしとけ」と言ってあげられる人は、お父さんしかいないと話をした。 

大人だってこんな状態になってしまうのだから、中高生はハマるに決まっている。テレビ

でこんな話が紹介されていた。１週間携帯を置いて、アルバイトに行って帰ってきたら300

件入っていて、急いで返信したが仲間外れになってしまい、もう学校をやめるしかなくな

ってしまったということもあった。 

委員長：キャリア教育というか、価値観の教育が必要なのかも。「友達についてしなきゃいけない」

とか「仲間外れにされてはいけない」という価値観があるのだと思う。 

キャリア教育でも、“好きな仕事に就かなきゃいけない”というフレーズがある。だから

「アルバイトでいい」とか「無理して選手にならなくていい」となる。「だって、みんな

好きな仕事に就きなさい。夢を追いなさいと言っているじゃないか。なぜ現実を見ろと言

うのか」という話になる。そういう価値観も、今後はある程度直していかないといけない

のではないか。私は一人でも平気なので、ＬＩＮＥから外されても全然気にしたことがな
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いが、みんな気にしすぎている。同調圧力という言葉がある。一人飯が嫌だからトイレに

こもるなど、そういったことはどうかと思うことがある。 

事務局：量の見込みについて、本会議では120時間という設定で市の計画値を定めるようにというこ

とで進めているが、全国的な動きの中で、県から「64時間の数値を盛り込むこと」という

指導が来ている。２段書きにするか、64時間が載るのか、120時間が載るのかという部分

については、我々としては120時間の設定でいきたいが、全国的な足並みをそろえるとい

う観点もあるので、事務局にお任せいただき、結果として64時間が載ってしまう形になっ

てしまうかもしれないが、当面委員の皆さまに決定していただきました120時間を元に精

一杯頑張ってまいりますのでご理解をいただきたい。 

 

３．事務連絡 

次回会議の開催は11月を予定。ある程度計画の形になったものを示していきたい。 

 

４．閉会 


