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 第３回鈴鹿市次世代育成支援対策地域協議会 会議録 

 

日時： 平成 20年 10月 8日（水）午前 9時 30分～12時 00分 

場所： 鈴鹿市庁舎 本館 12階 1205会議室 

■出席者 委員 10名（欠席者 1名） 

      横井 一之   二井 栄   林  和枝   服部 高宣    

猪瀬 悟   矢田 真佐美  福本 悦子   奥  昭徳 

坂井 温子  村林 直利   （後藤委員：欠席） 

事務局 ６名 

ジャパン総研：２名 

■傍聴人 ３名 

 ■第３回 鈴鹿市次世代育成支援対策地域協議会 事項 

 1 あいさつ 

 2 ニーズ調査について 

 3 協議 

 4 今後の予定 

 5 その他 

 

１ あいさつ 

（保健福祉部長：松村） 

次世代育成支援行動計画を思い起こすと，最初のエンゼルプランを作るとき

に児童家庭課というところにいた。当時は一番の問題と言えば，保育所の待機

児童の問題。これを解決するのが一番の課題だった。保育施設，施設福祉の充

実，それから何年かたって，在宅のお子さんを支援することにシフトしていっ

ている。鈴鹿市では就学前児童は約 13,000人で，4,500人ほどが保育園，3,000

人強が幼稚園，残りの 5,000人くらいが在宅となる。在宅には圧倒的に０～３

歳が多い。お父さん，お母さんが苦労する，悩むのが在宅のお子さんであるの

で，そのために，具体的に言うと子育て支援センターや集いの広場など，何ら

かの形で，そういった状況から，より支援をしていきたいと思っている。次世

代育成支援行動計画の見直しに当たっては，18歳までのお子さんまでが対象で，

在宅のお子さんとは尐し離れた部分もあるが，それぞれの意識管理，横の連携

を保ちながら計画を進めていきたい。次世代育成支援行動計画の見直しに当た

ってニーズ調査行っているため，今年から来年にかけてお願いしたい。 

 

（ジャパン総研 江口，木村あいさつ） 

 よろしくお願いします。 
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（横井会長） 

私事だが，４月に●●●●大学から●●●●大学に移動した。月一度は●●

●●大学にも参っている。ご指導の程宜しくお願いしたい。 

 

（事務局 渥美） 

市民から「傍聴人の制限が３人では尐ないのではないか」という話をいただ

いた。このことについて，議事に入る前に，諮りたい。 

 

（横井会長） 

傍聴の要領の２番「傍聴の定員」を見ると，「傍聴席の席数は３席とする，た

だし，希望者が定員を超過した場合は抽選による」と書いている。だから一般

的にという意味である。 

 

（福本委員） 

一般的に，３人では尐ない。幼稚園の再編計画の時の傍聴は子育ての親も興

味をもたれるため，託児も設けてほしいという声がある。子どもがいては傍聴

にいけないなと言う声もある。 

 

（横井会長） 

 それについて原案はあるだろうか。 

 

（事務局 服部課長） 

原案については他の委員会では，10席設けているので，本会でも 10席を提案

したい。 

託児についても配慮し，前向きに検討したい。 

 

（横井会長） 

傍聴席は 10席とする。 

 

（事務局 渥美） 

本日の資料の確認 

1事項書 

2調査票（案） 

3設問設定表 

4実施目標（特定 14事業） 

5スケジュール表 
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6具体的な内容 

 

２ ニーズ調査について 

  

≪事務局説明≫ 

 ニーズ調査について，事前送付で目を通してあるものとして簡単に説明。 

まず，概略を説明。 

ニーズ調査は主に子育て家庭のニーズを把握するために行うもので調査票は 

前期計画を元に厚生労働省の策定の手引き等に基づき作成。 

調査対象種類については，7種類。（具体的内容） 

調査対象①就学前（0歳～5歳）②就学（小学生）の調査は，厚生労働省から示

されたもの。③一般（20歳から 65歳）（前期のときは 39歳までだったが，幅広

い層から地域や親の子育て観について伺いたいということで付け足した）④中

学生・高校生世代（前回調査では中学生・高校生だったが，今回世代に調査す

ることにした。）⑤事業所（前回調査対象の事業所と平成 15 年度企業要覧から

抜粋した団体）⑦団体については，鈴鹿市独自。原則，無記名で，サークル等

の団体や事業所は前期の調査票を参考にし，記名入り。 

⑦のメルモニはメールモニターの略称で鈴鹿市が主催するアンケートやクイズ

に回答いただくために事前の登録モニターの方々で中学生以上で現在，５６０

０人ほどの方が登録。一斉配信し回答を得ることができる。 

① から⑥は全件，郵送で送付し返信用封筒で返信していただく 

予定である。 

内容はジャパン総研から説明をお願いしたい。 

 

（ジャパン総研 木村） 

アンケート内容の説明。 

調査については７種あり，就学前児童，就学児童，一般，中学生・高校生世代，

事業所，団体，その他メルモニ対象の調査となっている。 

 就学前児童，就学児童の設問については，８割は国から示されているものを

参考に構成し，あとの２割は鈴鹿市の前回調査の設問となっている。国からの

設問はニーズ量を把握するためのものである。鈴鹿市の前回調査の設問は，国

の設問と照らし合わせ，同じような設問は国のものを採用し，その他は前回調

査から採用した。 

 就学前児童について，通常保育や病後児保育などについて保育サービスのニ

ーズ量の把握等，国から示されている設問と，前回調査で構成している。前回

調査について，まず問 22～23は父親の子育て，仕事の両立など今回のポイント
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なので入れている。また問 29～30は新しい設問であり，負担に感じること，悩

みなどを聞く。また問 35～35－２までは，虐待について潜在的なニーズを把握

するために入れている。 

 就学児童については全 17項目あり，放課後児童クラブについてのニーズ量を

把握する。また前回調査について，問 19～20と 26，27は，就学前と同じ設問

で，子どもの年齢別による比較ができるために入れている。また問 31～35まで

は，年齢が上がり生活範囲がひろがるので，それをみるために入れている。ま

た最後に，委員さんからのご意見を反映し，児童対象のアンケートを入れてい

る。 

 また一般については全５項目あり，主に前回調査を採用し，新しい設問は問

19と 20に入れている。尐子化などの観点から「子育てについて」，現状などの

把握するための観点から「子育てと就労について」，地域教育や子育て世代以外

の方の意識についての観点から「地域の中の子育てについて」などをそれぞれ

聞く。 

 また中学生・高校生世代については全８項目となっている。家庭や交流とい

う観点から「家庭での生活について」，「結婚について」，「学校生活について」，

地域での交流という観点から「地域生活について」，次世代の親づくりという観

点から「結婚観について」，「子育てに対するイメージについて」，「将来の仕事

について」，という構成となっている。 

 また事業所については特に項目分けはしていないが，現状や今後の意向を知

るために入れている。ワーク・ライフ・バランスなどの観点からポイントとな

る設問を前回調査を参考に入れ，新しい設問については，育児介護休業制度な

どについて聞く。 

 また団体について，自由回答式となっており，計画へそのまま反映できる内

容となっている。 

 メルモニについては，就学前児童・就学児童で設定する際に最初に類似の設

問を省いたが，設定できなかった設問もあるため，それを入れている。 

 

（横井会長） 

メルモニはプロフィールか何かを省いたということか。 

 

（ジャパン総研 木村） 

 国の設問と前回設問とを照らし合わせて作成した際に，就学前児童と就学児

童で類似の設問があり，国の設問を採用して，前回設問をページの都合上省い

たものがあるが，それをメルモニのための設問とした。 
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３ 協議 

（横井会長） 

最初に質問したいことがある。普通教育だと「就学ゼン教育」というが，就

学マエという言葉を使うことには何か意味があるのか。混乱するといけないか

らそういう言葉を使うのか。 

 

（事務局 渥美） 

厚生労働省より指示が，なされている。 

（質問のとらえ方の相違により，後日，確認するに訂正。） 

 

（横井会長） 

わかった。 

１番就学前児童の調査票を見て，何かお気づきの点があれば言ってほしい。 

 

（坂井委員） 

各項目を見て検討するのか。２時間しかないので時間が足りないのではない

か。 

 

（横井会長） 

細かくでは無くて，明らかにおかしいところを見ていただきたい。例えば今

の就学マエという言い方も就学ゼンと言う言い方を使うと良いのではないかと

いったことを確認したり，細かいことではなくて，大きな変化，これを入れた

方が良いのではないかということを言っていただきたい。 

 

（坂井委員） 

このアンケートの前回はいつやったのか。何年度，何月か。 

 

（事務局 服部課長） 

前回は平成 16年度 

 

（横井会長） 

それを元にニーズ量等を把握して計画が 17 年度に策定された。 

 

（坂井委員） 

ということは，今回はその５年後ということになる。その際，対象者という

のはどうか。例えば５年前小学生が，今回そうでなくなっている。前回配布し
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た対象者と今回の対象者は別の人なのか。 

（横井会長） 

それは俗に言う追跡調査だが，そうではない。 

 

（福本委員） 

前回は平成 16年３月に実施。５年経っているので，かぶっている部分はない。 

 

（坂井委員） 

質問は同じであっても，世代間で５年経った考え方が出るということか。そ

れを確認したかった。 

 

（坂井委員） 

これだけの労力と莫大な費用を使って計画に繋げる意味がない。 

いろいろな質問，アンケートの主旨をはっきりしないと。 

 

（福本委員） 

 この協議会の意味というのは前期計画の評価見直しをするということか。 

 

（福本委員） 

この協議会の意味は前期計画の評価見直しをすることである。計画の文言に

は３年，５年，10年と見直すようにある。今回のニーズ調査は後期計画の策定

をするためとのことだが，行動計画の３，５年など中間評価がされておらず，

チェックがどこにもされていない。ＰＤＣＡサイクルの意味がなく，アンケー

トの段階からして何を調べたいのかが伝わってこない。指標だとわかるが，３

年間取り組んだ成果と課題をだして鈴鹿市は何に力を入れてきて，何がまだ課

題としてあるのか総括して，事務局がチェックを入れてくれない。ＰＤＣＡの

サイクルの中でアクションばかりしてチェックがない。鈴鹿市は何に力を入れ

て，何をしていくかをまずだしてかからでないと実施は無意味ではないか。 

 

（横井会長） 

 今の原案だと任意の対象者にニーズ調査をしてということですね。今のチェ

ックしてという話，部長の話でもつどいの広場や子育て支援センターが出来て，

市民が使われて，ここから何か変わったかを任意で選んでチェックしているが，

福本委員はそれでは弱くてもっと３，５年に一度と言っているのだろうか。し

かし，アンケートにも直接的ではないがチェック機能がある。そうではなくて，

市としての総括がほしいということだろうか。もしこういうことが足りないの
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ではないかという考えがあれば，うかがいたい。前回もおおざっぱなところは

委員でチェックしているが，細かな部分はないとは思う。あまりにも大きすぎ

てわからなかったからもっとどこにポイントを置いてということを言いたかっ

たと思う。確かにそこの部分はなかったと思う。同時並行でアンケートもやっ

てそこから出してもよいと思うが。 

 

（事務局 渥美） 

前年度の委員会で目標も達成しており，評価につながっていると考えている。 

 

（二井委員） 

前回アンケートをとって，その際，この次世代の会議を１年に１，２回する

ようにと要望していたが，５年経つまでしなかった経緯がある。そのため，ど

こがどうか，検証されていない。５年経っていきなり言われても，現場にいな

ければわからない。確かに部分的に，色んなところで鈴鹿市が頑張っていると

私は理解しているが，せっかくやるのであれば，毎年１，２回会議を開くこと

を可能であればしていただきたい。医師会では壊れているところもある。医師

会だけでは限界が来ているところもあり，市民も理解している。傍聴者も何人

来ても構わない。むしろ多いほうがいい。われわれも自分たちの中でどのよう

に発信していくか考えているので，今回もアンケートをとるのであれば，早い

うちから評価をして，次年度も１，２回会議を設けて，この辺が良くなってい

ると是非会議をしてもらいたい。 

 

（坂井委員） 

アンケートを外部委託しているが，アンケートでも一問一問重みがあり，ど

こが重要なのか，「これだけは入れて欲しい」というのはどこなのか，担当の熱

い思いを語ってほしい。ジャパン総研からは説明があったが，「ここは特に想い

があって設問を入れている」ということを事務局のほうから説明して欲しい。

それが評価をしようという姿勢の現われだと思う。事務局では評価などをして

わかっているかもしれないが，市民からの評価はわからないだろう。 

 

（横井会長） 

誤解があると思うが，ニーズ調査は，評価のために行うためではない。評価

はそれぞれの部署から出していただいたのが評価。 

 

（坂井委員） 

 評価というより想いである。 



8 

 

 

（横井会長） 

だから，10年度の計画ですが，後期からどうして行くか，後期からどうして

いくか，計画を立てるための調査。評価の部分が，福本委員に言わせると，前

回では十分ではないと言うことか。多岐に渡りすぎると統括できない。委員か

ら「是非ここは直してくれ」という強い要望があれば，変わっていくと思う。

直接関わっているところにどうこうという評価は難しいが，委員全体が，次世

代支援計画の動きを把握しておく必要がある。 

 

 

（ジャパン総研：江口） 

アンケート調査は全国一律で行っているものであり，病後児保育・一時保育

の必要性などの把握が目的となる。しかし国でも評価の問題は指摘されており，

実際使っておられる満足度などはわからない。たとえば，就学前の P13の問 28

で聞いている「子育てを楽しいと感じているか」という項目を，指標として用

いることもできると考えている。今回調査し，次回実績は何人か，など経年的

に見ることもできる。 

 

（福本委員） 

前期のアンケートでは平成16年度は15.5％が子育てを楽しいと感じていると

答えており，現在，鈴鹿市は 21年度で 20％に上げるよう努力しているはずだ。

このアンケートで 20％あれば，それは達成しているという，そういうチェック

機能もあると思う。次は，20％から 30％に目指そうという施策を考えられるだ

ろう。逆に今回 13％ほどならば，何をしていたのかと言うことになる。 

 

（ジャパン総研：江口） 

今回新しいこととして，全国の自治体間の比較ができるように同じような設

問をしていることが挙げられる。例えば鈴鹿市で 13％でもそれが，多いのか尐

ないのか，自治体間で比較することでそれがわかる。 

 

（坂井委員） 

 それを事務局で言ってほしかった。鈴鹿市独自で入れているものがあるなら，

その想いを言って欲しかった。それがこのアンケートに反映されていると思う。

それによって設問項目も変わってくると思う。それによって市民のアンケート

の読み方も変わってくると思うし，施策も作っていかねばならないと思う。市

民がどう思っているかということをしっかりとニーズ調査で確かめて欲しい。
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市民のニーズが出てくるようなアンケート項目を，しかも国の設問も踏まえて

いるようなものを作って欲しい。 

 

（横井会長） 

 今回はニーズだけでなく前回のチェックの意味もあるということだろうか。

国からこういうことを調べてくれというガイドラインがあるということか。 

 

（ジャパン総研：江口） 

ガイドラインはある。特定１２事業というのがあるのでそれを入れなければ

ならない。 

 

（横井会長） 

主観になってはいけないが，結構量もあり，こんなに応えて下さるのかとい

う心配があり，坂井委員の言うように入れたい設問もあるというのはいつもア

ンケートをとったりするときは苦しむことだが，そこも含めて原案を考えてい

ただいたと理解している。 

 

① 学前児童保護者向けアンケートについて 

 

（二井委員） 

かかりつけ医を持っているか，という設問を加えたい。 

 

（村林委員） 

 学校関係でも，学校経営品質もＰＤＣＡサイクルを行っているが，我々もプ

ランは立てることはできる。やってみることもできる。チェックすることもで

きるが，それを次の改善に生かすことが職場としての力量が問われるところで

そこが最も難しい。殆どを国の設問を入れることは経年変化を見ると言う意味

でも，他の市町村と比べると言う意味でも良いと思う。私は，幼稚園検討委員

会にも所属しているが，平成１６年度のアンケートは参考になった。具体的に

言うと，幼稚園は文部科学省の管轄，保育園は厚生省の管轄である。「幼稚園開

園時間の希望の人数」という項目をみると，9時～14時までが幼稚園のだいた

いの時間であり 10時から 14時が教育の時間，保育園はそれと前後する。親が

家にいる子は保育所にいけないというシステムになっているが，その矛盾がこ

の調査ではっきりと出ている。37.4％もの保護者が 8時 30分～21 時 30分でも

みてもらいたいという事実が出ている。15時～16時でも，みてもらいたいとい

う保護者が 37.9％もいる。幼稚園の開園時間を決めるには今の縦割りの制度，
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「幼稚園はここまで，保育所はここまで」ということでは限界がきている。厚

生労働省と文部科学省の部署が吟味して，今回のニーズ調査を活かして，対策

を検討してくことが問われている。具体的に言うと，認定保育園，幼稚園，保

育園などに必要な人がいける対策が必要ではないかと思う。よって，ニーズ調

査は必要だと思う。その上で言わせていただくと，ここは加えたほうがいい，

ここはいらないということはやっていったほうがいいと思う。 

 

（横井会長） 

 こんな調査はいらないと言う方は一人もいないようだ。そして，足らないと

思うところは付け加えて進めていってよいか。先ほどの二井委員は，かかりつ

け医について聞く項目を加えるということだったが，他にないだろうか。 

 

（福本委員） 

全般的なことだが，次世代育成支援行動計画という言葉を知っている人は尐

ない。子育て支援という文言よりは，次世代育成支援という文言のほうがいい

のではないだろうか。子育て支援というと，子育てをしている親の支援と言う

ことになるが，次世代育成支援というと，子育て支援と次の世代の親を育てて

いくという視点となる。 

せっかくこういう名前があるのに初めにそれを出さないのはいかがなものか。

初めて見た人はわからないと思うが，そこが入り口になると思う。最初の文言

を子育て支援から次世代育成支援にすることで文部科学省と厚生労働省が繋が

っていくのではないか。 

そして今回の後期策定のキーワード，ワーク・ライフ・バランスという言葉

が出てくるのが途中からではなく，すべての最初の説明の所に入れて欲しい。 

 

（服部委員） 

 生活と仕事の調和ということですね。 

 

（横井会長） 

まず，表題の件だが，「次世代育成支援」を入れても可能か。 

 

（坂井委員） 

 私も入れた方がいいと思う。アンケートには普及啓発事業と言う面がある。

やはり言葉から入ると言うことはすごく大事である。 

 

（横井会長） 



11 

 

 「ワーク・ライフ・バランス」を説明のすべてに文言をいれることは可能か。

今までは子育てしやすい環境ばかりで労働のほうには殆ど行かなかったが，ニ

ュアンスをこの文言に入れて欲しいというのはよいか。 

それでは，入れて行こうと思う。 

 

⑦メールモニター向けアンケートについて 

 

（坂井委員） 

メルモニのアンケートで，プロフィールを聞かないでいいのだろうか。無記

名で年齢と性別を聞かないと，中学生に「子育てが楽しいか」を聞いても意味

が無いだろう。 

 

（横井会長） 

入れることは可能か。 

 

（坂井委員） 

そもそもこれは意味があるのか。必要なのか。 

 

（横井会長） 

いらないということであれば検討の必要がないので，意見があれば伺いたい。 

 

（福本委員） 

他の会議でもやったが，年齢層がわからず，必要なデータがそろわなかった

ため，あまり労力をかける必要はないのではないか。一斉送信するため，計画

策定を周知するぶんにはよいだろう。 

 

（矢田委員） 

他の調査も行っているが，年齢層がわからなかったりするため，あまり成果

は上がっていない。状況をみる分にはいいが参考にするには意味がない。 

 

（横井会長） 

では，メルモニアンケートは実施しないという方向でよろしいでしょうか。 

 

（奥委員） 

メルモニアンケートは，質問内容によって必要かどうかが決まるだろう。内

容量が多すぎるため，書いていただける範囲で検討するべきである。一般のも
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のでも多いのにこれまで加わると，面倒になる人は多いと思う。それが前回の

半分も返ってきてないことにつながっているのではないだろうか。 

それともう一つ，厚生労働省の指標の中でも，省いていいものもあるのでは

ないだろうか。いるところといらないところをもっと分けてもいいのではない

か。まずは回収率を上げることが大事である。 

 

（事務局 服部課長） 

国から示されている調査は，他自治体とも比較できるので，事務局としては

網羅して行いたい。 

 

（ニ井委員） 

次世代育成支援行動計画は法律で決まっているから，アンケートの内容も法

律で決まっているのか。 

 

（事務局 服部課長） 

アンケート内容すべて決まっているわけではないが，こういう形はとってほ

しいというものが出ているので網羅したい。 

 

(横井会長) 

入れたいことは多いがこの辺で何とかまとめたというものが出ている。 

 

（坂井委員） 

事業所は記名式だが，回答者の社内での立場によって，回答内容も変わるの

ではないだろうか。特に中小企業だと受け取った人が自分の主観で答えること

がある。福利厚生に関しては事業所によってバラバラであり，回答者の立場を

考えなければならない。回答者の役職などが把握できるようにするべきだと思

う。私見でなくて会社としての回答ができる人でなければならない。 

 

(横井会長) 

労務担当者は記名することができるか。坂井委員の文言を入れてくれるか。 

 

（事務局 渥美） 

 はい。変更します。 

 

（事務局 渥美） 

変更点として，「協力いただいた事業者へ調査結果を情報提供する」を「調査
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結果をホームページに掲載へ」変更させていただきたい。 

(横井会長) 

情報提供という形ではなくてホームページに掲載するという条件でよいか。 

 

①学前児童保護者向けアンケートについて 

 

(横井会長) 

かかり付け医をという意見があったが，意見はあるか。その他就学前で意見

はあるか。 

 

（矢田委員） 

Ｐ４・問 10-１ 一般の主婦には，自分の子どもを通わせている幼稚園・保育

園がどれに当たるのか分かりにくく，勘違いもあるのではないか。ならば直接，

通わせている園名を記入する方がいいのではないだろうか。 

 

(横井会長) 

認可所や認定保育施設などは確かにわからないかもしれない。一方で，プラ

イバシーの問題で実際の園名を書くのは問題が出てくるかもしれない。どうす

べきだろうか。 

 

（事務局 服部課長） 

ないものについては削除して，簡単な選択肢に変更する。 

 

（林委員） 

子育て支援をしていて，就学前の母親に良く会うが，先ほどのワーク・ライ

フ・バランスをあまりにも前面に押し出すと，頑張っている専業主婦には失礼

で，働いている人ばかり応援していることになるのではないか。また，聞き方

に父子家庭についての心配りが尐ないと感じる。 

また同じ夫婦の中でも，母親が回答するのか，父親が回答するのかによって

も変わってくる。 

追跡調査ではなくてもよいと思うが，前のアンケートから，もっと絞れたの

ではないか。前のアンケートをもっと受けた感じのものがあってもよいのでは

ないだろうか。だらだらとして読みづらいという印象が有る。 

ルビはふっているが，外国人の方が，これだけの量を回答してもらえるのだ

ろうか。 
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(横井会長) 

 ワーク・ライフ・バランスをあまりにも出すと子育ては自分の手でがんばっ

ているお母さんに失礼があるということについて，どう思うか。 

 

（林委員） 

サークルに来ている母親の中には「もう尐しで働ける」といいながら子育て

している。その人たちに頑張ってほしいという気持ちも有る。どれをみてもワ

ーク・ライフ・バランスを取り入れたものばかりに見えて，子育てという部分

をもっと見てほしい。 

 

（福本委員） 

父親の中には夜中に帰って子どもの顔をみたことがないという人もいる。そ

ういう父親に対しての配慮，主に企業に対してだが，こういった視点でもある

のでワーク・ライフ・バランスは，働く主婦だけのものではない。父親も子育

てに参加してほしいから，ワーク・ライフ・バランスを取り入れる必要がある。

専業主婦を喜んでやっている女性は尐ないと思う。ワーク・ライフ・バランス

は専業主婦を応援しないわけではない。ワーク・ライフ・バランスという文言

が知られていないだけである。 

母子家庭の場合はという部分はあるのに父子家庭の場合はという部分はない

ような問７などでは，父子家庭への配慮が必要だろう。 

 

（林委員） 

ワーク・ライフ・バランスの趣旨，今子育てをしている親を応援するという

意味で，子育ての大事さの説明がもっと欲しい。もっと配慮があっても良いか

と思う。内容的には応援するという形。 

 

（横井会長） 

ワーク・ライフ・バランスの説明も取り入れること。 

問７をはじめ，母親，母子家庭中心の話になっているので，父子家庭も念頭

に入れた設問に改善する。 

父子家庭は問７に「父子家庭の場合は記載不要」と書いておくことでよいか。 

 

（林委員） 

「母親は」「母親の」という記載はたくさんあるが，それに対して，父子家庭

のことを考えた意向はあるのか。 



15 

 

 

(横井会長) 

それだと，問７だけ変えただけでは簡単には直らない。 

 

 （福本委員） 

父子家庭に関する問を何か１点挙げないと解決しない。 

 

(横井会長) 

今回は想定しておらず，入れることはできない。 

 

（服部委員） 

アンケート内容を工夫して，父子家庭のことも考慮しているように感じるよ

うな妥協できるラインを検討していただきたい。 

 

(事務局 服部課長) 

では，ここは考慮する。 

 

（横井会長） 

かかりつけ医についての設問は具体的にどこに入れるか。 

 

（二井委員） 

丹波市のある私立病院のグループでは，新しい取り組みを図って，成果を上

げている。 

県では，四日市市と津市に重点を置いているので，地域性の問題で鈴鹿市で

は対応できない現状がある。４月から 22時半以降の二次救急は鈴鹿市では対応

しないことになった。圧倒的に救急は小児が多いが，ある市ではかかり付け医

を持とう，コンビニ受信をやめよう，見てもらったらお礼を言おうなどの方針

などによって減った事実がある。医師にはもう限界が見えてきている。一般の

市民にもそういったことを理解してほしいという意味でどこかに入れてほしい

と言った。病後児など，出来れば就学前の部分に入れてくれればいい。育児休

業制度を利用したかなどの前後でも良いが適当なところに入れて欲しい。 

 

（坂井委員） 

そういったニーズが高いということは，次の施策として，かかり付け医を持

とうという運動をしていかなければならず，まずニーズがあるかどうかを調べ

る必要がある。 
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（ニ井委員） 

ニーズというかこれは現実に壊れているわけで，実際に患者が来ているのだ

から，小児科医が尐なくなってきたら，四日市と共にやるから，鈴鹿市の小児

科医は引き上げると県は前から言っており，私はそのこと行政に訴えてきたが，

結局小児科医が減ってきてこうならざるを得なくなってきたわけで，現実のも

のとなった。 

 

(横井会長) 

すぐには思いつかないので，かかり付け医についての設問を入れる場所は無

理のないところに収める。 

 

（矢田委員） 

宛名のお子さんの主たる保護者に答えて欲しいはずだが，例えば父子家庭の

場合，祖母が子育てにかかわっているのかもしれない。必ずしも母親とは限ら

ない。義母であったり祖母であったりといったことも考えられる。主たる保育

者が答えられるように問を投げかける必要があるのではないか。 

あるいは再婚して産んではいないが，育てた親がいるかもしれない。要するに

知りたいのがこの子どもに一番関わっている大人の意識の目線であるのなら，

そういった問いかけ方が必要ではないだろうか。 

 

（坂井委員） 

まさにそうだと思う。一般的な家庭のみを想定していることが，問 22に表れ

ている。主観的すぎて，実態調査としても不足しているのではないだろうか。

全くの主観である。意識を問う調査なら良いが，実態を問うなら，この聞き方

はわかりにくい。問 22のみではなく全体的にそうなっている。 

 

② 学児童保護者向けアンケートについて 

 

（福本委員） 

問 32，子育て支援センターは本来，小学生の親向けではなく，未就学児の親

向けだと思う。利用経験を聞きたいのだろうか。このデータを使って何を聞き

たいのか。他市町村では児童館が整備されているが，鈴鹿市には２館しかない。

他の管轄なので，取り入れてないのだろうか。これを聞いて何に活かしたいの

かがわからない。 
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（横井会長） 

 子育て支援センターはできてまだ 3年のため，あまり利用した人はいないの

ではないだろうか，ということか。事務局ではどう考えるだろうか。 

 

（事務局） 

 設問設定時のミスである。本来は外す予定だった。 

 

（横井会長） 

問 32，32-1は削除する。 

 

（矢田委員） 

Ｐ５問 10-5 現在放課後子ども教室は３か所しかなく，週 1日の利用が現状

で認知度も低い。この設問があっても放課後子ども教室って何のことか分から

ない人も多いのではないか。文言の解説項目で，１番下の「放課後児童クラブ，

放課後子ども教室」についての現状として主に週１回という補足も必要だと思

う。実際は波及するにはまだまだ課題の多い事業なので，この設問は必要ない

のではないか，必要があるのならそういった補足をした方がよいのではないか。 

 

（村林委員） 

補足だが，前回調査では，子育て支援サービスの認知度は２割。子育て支援

センターの認知度は 50％だった。それは PR 不足であると思う。認知度を問う設

問も必要だろう。知らないのであれば PRが必要。Ｐ８問 18についてもそうだ

が，ＰＲが必要かどうかがわかる。 

例えば，（１.利用している，２．利用していない，３．知らない）などの設問

の仕方をしてはどうか。 

 

（矢田委員） 

いきなり利用意向を聞く設問は急いでいるのではないか。「ご存知ですか，ま

たその利用意向はありますか」と聞けばよいのではないか。 

 

（横井会長） 

（３．知らない）と入れるのはかまわないだろう。認知度も分かるよう，選択

肢に追加することとする。 

 

（矢田委員） 

「週何日」というのはいらないのではないか。 
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(横井会長) 

「週何日」というのはいらないのか。 

 

（ジャパン総研：江口） 

意向を聞きたいのでもっと増やすべきかを知るために必要である。 

 

③ 般成人向けアンケートについて 

 

（福本委員） 

Ｐ10，問 27ファミリー・サポート・センターの提供会員になりたいかという

だけでは範囲が絞られるため，そうではなく，地域の子育て支援を応援したい

かどうかという設問も追加した方が人材の発掘，人材をどのように活用するの

かを知ることができ，良いのではないだろうか。 

 地域のボランティアをしたいと意思があるかどうかにつながっていく。 

 

（横井会長） 

地域のボランティアなどの意向を聞く設問になって問題ないところか。 

 

（福本委員） 

データを取るために設問を残すのは結構だが，余白があるのでそこに入れら

れないか。交通安全とか朝のあいさつ，帰りのパトロールなど活動する以降が

あるかを聞いたらよいのではないか。 

 

（ジャパン総研：江口） 

ファミリーサポートという制度は載らないとならない事業です。 

 

(横井会長) 

では，問 27の後ろに余白があるので，地域子育て支援にかかわりたいかどう

か載せる。 

 

④中・高生世代向けアンケートについて 

 

（福本委員） 

自由回答の尋ね方として，子育て支援について，子どもに聞いても難しいと

思う。子育て支援ではなく広く，学校や家庭などについて自由な意見を聞く方

が効果的だと感じる。 



19 

 

 

(横井会長) 

単純にご自由に書かせればよいか。 

（福本委員） 

そうではなく，学校のことや家庭のこと，友達のことを聞くとよいのではな

いか。 

（横井会長） 

では，そのように問 30の文言を変える。 

 

（林委員） 

それと付随するのかもしれないが中高生にアンケートをとるということは鈴

鹿に住みたいかを聞くことだ。鈴鹿を良くしていくからずっといてくださいと

いう気持ちを込めたアンケートだと思う。最近の中学生はとても難しく，部活

をやっていない中学生が多く，小学生よりも早く帰ってきたり，ゲームセンタ

ーで遊んでいたりしている。学校のクラブに入っているかまたは楽しんでいる

かを聞くのはどうだろうか。 

また，中学生は難しい時期なので，先生と団欒しているかどうかなど，学校

生活について聞く項目を増やした方がいいのではないだろうか。学校生活の中

身のことが全然聞かれていない。今の中学生は先生というものが壁を隔てた向

こうにいるものという感覚があり，とても身近ではない。 

 

（坂井委員） 

部活動だけでなく，放課後はどうしているかを聞いた方がいい。その中で部

活動をしている，塾に行っているなど，聞いていくとよい。 

 

（林委員） 

 今の中学生では，部活動は入らなければいけないのか。 

 

（村林委員） 

現状の中学校では，部活動は強制ではない。できるだけ入ったほうがいい，

と言っている。 

 

（村林委員） 

問 14に「とても」や「ほとんど」「まあまあ」を付け足したほうがいい。 

問 15選択肢４と５の間に「いじめを見たことがある」を追加するのはどうか。

見ても言えない子もいる。そうすることで私が想定しているのは「あって言え



20 

 

る子」「あっても言えない子」がいることがわかり，そこに学校が力を入れるこ

とができるのではないか。 

 

（福本委員） 

それだと複数回答にならないか。もうひとつ設問を加えて，｢いじめを受けた

ことがある」「ない」などを聞いた方がよいのではないか。 

 

（村林委員） 

これはひとつにした方が良い。撤回する。 

 

（福本委員） 

「先生に報告できているか」ということを聞きたいのであれば，設問をもう

ひとつ加えた方が良いのではないか。 

 

(横井会長) 

「関わっていないが見たことが有る」という項目を加えてはどうか。 

 

（坂井委員） 

範囲を広く考えれば，先生が知っているものと，知らないものがある。 

 

（奥委員） 

次世代育成支援の行動体系と連動させていかねばならない。あまり増やしす

ぎるのもどうかと思う。 

 

（横井会長） 

専門的になりすぎるため，原案通りでよいのではないか。奥委員の言う通り，

増やしすぎると答えてくれないかもしれない。 

 

(横井会長) 

「放課後はどのように過ごしているか」「先生と楽しく接しているか」という

のを入れるか入れないか。 

 

（事務局 渥美） 

 中学生・高校生世代に送付するもので，言葉的にいい言葉があればお願い

したい。 
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（林委員） 

高校生，中学生「世代」というのは働いている人も入れているということな

のか。補足的に何かあれば行って欲しい。世代というのは適当か。 

 

(横井会長) 

働いていない可能性も有るため，世代としている。放課後や先生についての

項目は意見が内容なので次に行く。 

 

（坂井委員） 

問 30のところで，子育て支援は次世代育成支援にすべて直すのか。 

 

（福本委員） 

 これは，そう。学校のことを聞いているためいろいろなことをだしていくた

めに次世代育成支援に変更 

 

(横井会長) 

先ほどの話では大げさなことを聞くのではなく，学校のこと，友達のことの

意見を書いてくださいというので収まった。次世代育成では理解できないため，

使わない。 

 

（坂井委員） 

ここで次世代という言葉を使うのは，若い人に広める機会ではないか。 

 

（ニ井委員） 

国の設問には高校生中学生は入っていない。鈴鹿市はそういった意見を独自

で知りたいということで入れている。鈴鹿市は，10代の中絶割合が高く，性感

染症も決して低くない。犯罪等も尐なくない。そういった意味で，尐しでも実

態がつかめたらということで，私は是非，人数が尐なくても聞いて欲しいとい

った経過がある。 

 

（坂井委員） 

それをどう反映させるのか。16年度の時点でしたのか。 

 

（ニ井委員） 

平成 16年度では反映した。 
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（坂井委員） 

では，前回のものと比べて反映させる設問にして欲しい。 

 

(横井会長) 

前回とのマッチングは大丈夫。 

 

（事務局） はい。 

 

（奥委員） 

国の指針では，中高生向けというアンケートは無かったが，鈴鹿市独自で取

り入れているので鈴鹿市の行動体系と合っているが，就学前や小学生アンケー

トの設問の関係性はあいまいになっている。 

 

④ 業所向けアンケートについて 

 

（福本委員） 

ワーク・ライフ・バランスの視点を経営方針に取り入れ，問 20，６番と７番

の間に，そのための研修など活用したことがあるかを追加してほしい。ワーク・

ライフ・バランスの視点を企業が取り入れることで，男性が育児休暇を取りや

すくなったりするだろう。県でも無料で研修を開いたりしているのでそこは入

れて欲しい。 

 

（ニ井委員） 

これは 50人規模の事業所にも出すのか。次世代はもともと 300人以上ではな

かったか。50人規模あるいはそれ以下の企業の問題でも，過重労働，残業も実

態としては多い。その事業主が産業医を雇っているかといえば甚だ疑問である。

小さな事業主は育児休暇を夫もするといわれてもできるのか。大企業と公務員

ができるためだけの制度にしか考えられない。一方で，やせ細ってつぶれてい

く企業が有る現状がある。50人規模にところに出していい回答が得られるとは

とても思えない。 

 

（坂井委員） 

日本人は８割が中小企業で働いている。有る意味大企業放っておいて自分で

していくと思う。むしろある程度の 50人規模の実態がどうなのか。そこをプラ

ンに載せることで，企業も言えるのではないだろうか。 
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（ニ井委員） 

実態は 300人以上のところでもほとんどが非正規雇用でないということがあ

る。年金の問題でも改ざんしているのは，あるいはおそらく事業主も払えない

ところが出てきて，もう払わないということになり，社会保険庁も困るため，

合意の下で行っている可能性も十分に有りうる。50人のところでもその中に正

規雇用が何人いるかが問題。小さなところほど制度をちゃんとしなければなら

ないというのは正しいが，小さいところほど，国からに保障が何も無いので，

あるいは外国人でも 1日 16時間も働いている人はたくさんいる。それなのに何

の保障もないなどという状況が広がっているのが現状。 

 

（横井会長） 

 アンケートには規定の 301人よりも尐ないところを調べたいという意図があ

ると思うが，最終的に答えたくないというところは，選択権があるので，結局

調べたいところが調べられないこともあると思うが，前回も調べたのでよろし

いか。 

 

（ニ井委員） 

前回も出しているのか。出しているならよい。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（坂井委員） 

管理職が回答する問５で，管理職が 50人いるところと，２人のところでは回

答が異なってくると思う。問４ですでに聞いているため，問５はいらないので

はないか。どこまでを管理職とするのかもわからない。 

50人以下の企業でも残業など多い方もいるし，きっちり雇っているかという

とそうではない。小さな事業主が育児休暇で休みたいなどと言われても困ると

ころがある。50人以下の企業に出しても回答が得られるとは思えない。300人

規模の企業でも，非正規雇用が多い。 

逆に，大企業はほっておいても対応できるはずである。中小企業こそ，実態

把握が必要なのではないか。 

問５は問４と重複しているので不要だと思う。 

 

(横井会長) 

これを抜いて良いか。 
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（事務局 渥美） 

問 5は考え方なので，あった方がよい。 

 

(横井会長) 

実際の数と，それをどうしているのかという意思確認である。 

 

（坂井委員） 

それではこれをクロス集計すればよいのではないか。意識と現実の乖離が見

れるということか。 

 

（横井会長） 

問５は意向把握するということで，残す。 

 

(横井会長) 

５ページのところに福本委員のいった，ワーク・ライフ・バランスの研修を

しているかというのはどこかに入れる。 

実施中か，研修をしているかを入れる。 

 

⑤ 体向けアンケートについて 

 

（福本委員） 

自由記載ばかりで，データ化しにくい。運営の形態などまったく違うので，

選択肢にする方がよい。 

 

(横井会長) 

 データ化しにくいため，改めて作った資料を今日配布したが，どうだろうか。 

 

（福本委員） 

問１ではクロス集計ができるように考えているか。団体によって金額が違う。

団体の分野別に選べるようにしてはどうか。 

 

（事務局 渥美） 

運営形態のところは，これから抽出するので，それに合わせて変更したい。 

 

（横井会長） 

 新しい方のアンケートで実施する。 
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（横井会長） 

再度，①就学前児童母親向けアンケートで不足があれば発言をお願いしたい。 

 

（坂井委員） 

子育てというタイトルを次世代にするのか確認したい。 

 

(横井会長) 

すべて「子育て支援」を「次世代育成支援」に変える。言葉を知っていただ

くという意味で。 

 

（坂井委員） 

４番のところで中学生・高校生世代となっているが，それはそのままか。問

１に「あなたの年齢または学年を書いてください」とある以外は学校に言って

いることを前提とした設問となっているが，トップに就職している人を対象と

書いているが，それでも良いのか。 

 

(横井会長) 

特に異論はなかった。 

 

（奥委員） 

前回は中・高校生と就職している人を分けていたが今回はそうではないとい

うことだろう。世代で一括りにしたのには狙いがあるのか。 

 

（事務局 渥美） 

高校生の世代でも就職されている方もいるため，それらの方々の考え方も調

べたいため，このようにした。 

 

(横井会長) 

小学生より上の世代の意識を鈴鹿市独自で調べたい。 

前回のときはこれから育っていく世代を意識を調査し，今回もそうしたい。 

 

（坂井委員） 

この調査をしたら担当部署に返していくなどしなければ，意味がない。例え

ば教育委員会に渡し，反映するなどしなければせっかく答えていただいた有効

に活用しなければならない。 
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(横井会長) 

それは全委員が同じだと思う。それはホームページ上に載せるなど積極的に

結果を利用したい。 

 

（ニ井委員） 

「この年代ではこの項目がこれほど上がったのだからその年代がどのように

思っているか」と事務局がどこかにフィードバックする方向にしなければなら

ない。 

 

（坂井委員） 

①就学前も②就学後もだが，誰が世話をしているのかと記入者が誰かという

ことが重要だ。実際に子育てをしている人と回答者により，異なる可能性があ

る。 

 

（ジャパン総研 江口） 

回答者としてではなく，各家庭として子育てについて回答してもらうことに

なる。 

 

（横井会長） 

特に記入者については設問を設けない。 

 

（林委員） 

① P12の問 26に「母子保健地域推進員」について追加してほしい。 

 

（横井会長） 

母子健康サービスの項目に追加する。 

それでは今日検討したようにアンケートを実施する。 

 

（事務局 服部課長） 

今回の指摘をもとにアンケートを修正する。印刷前に郵送で再度委員に確認

するので，よろしくお願いしたい。 

 

４ 今後の予定 

 スケジュールで説明 

 ・11月 14日調査票発送  

・調査機関 11月 15日から 11月 24日 
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 ・11月 25日調査締切  

 ・１２月に集計 

 ・アンケート委員へ集計郵送 

 ・次回協議会で決定 

 

 次回協議会 2月末予定 

 

５ その他    

特になし。                   

   以上。 


