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日 時 平成３０年１１月２６日（月）１８時３０分～１９時３０分 

会 場 北広島市役所５階 委員会室 

出席委員 飯浜会長、百瀨副会長、熊谷委員、亀岡委員、中目委員、西澤委員、湯㘴委

員、菊地委員、東口委員、高嶋委員 

欠席委員  

市出席者 仲野子育て支援部長、高橋子ども家庭課長、濱田こども発達支援センター長、

橋本子育て支援センター長、記内子ども家庭課主査、笠井子ども家庭課主査、

印牧子ども家庭課主査、加藤子ども家庭課主査、葛西子ども家庭課主事 

 

○会長  お晩でございます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。本日も北広島市が子育てにとって更によりよい環境となるようにご

審議いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、第２期のプ

ラン策定に向けての審議が１つございますので、資料に目を通していただいた

かと思いますが、ご質問ご意見賜ればと思いますので、限られた時間でござい

ますが、どうぞよろしくお願いいたします。では、早速でございますが本日の

審議事項を進めさせていただきます。第２期北広島市子ども・子育て支援事業

計画策定のためのニーズ調査案について事務局の方からご説明お願いします。 
 

○事務局  （資料１に沿って説明） 
 

○会長 ありがとうございました。事務局からご説明ありましたが、ご質問等ありま

したら賜りたいと思います。ちょっと改めてお目を通していただく時間をもち

たいと思いますので、よろしくお願いします。 
いかがでございますか。お願いします。 

 
○委員  ５ページの問１０の１で、「日常的に利用している施設等の主なもの１つに」

と書いてあるのですが、幼稚園に行って必ず幼稚園の預かり保育も行っている

場合はどちらに○をつけるのでしょうか。 
 

○事務局  お答えします。幼稚園と幼稚園の預かり保育の両方を利用している場合は、

よくあることだと思います。両方使っている場合は幼稚園の方に○をしていた

だくことになると思います。この辺の説明を詳しくするようにさせていただき

ます。ありがとうございます。 
 

○会長  はい、ありがとうございます。 
その他委員の方で質問意見がありましたら。お願いします。どうぞ。 

 
○委員  ８ページで病気や怪我のときに預けるところで、問１２の２で「病児・病後

児を預かってくれる保育施設を利用したいと思った」で利用したいと思ったの

別記様式(第３条関係) 
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はいいのですが、年間何日っていうのはわかるのかなと。いつ利用したのかな

って言うのがありますが、病気になったらいつも利用したい。何日じゃなくて

いつも利用したいって思うお母さんが多いのかなと思いました。 
 

○事務局  恐らく年間って表記が期間的に長いスパンになるのかと、月に何回かと聞か

れた方が書きやすいと思いましたので、最終的には年間の日数を計算して求め

ていく必要がありますが、月に何日というような回答の仕方をして年間に置き

かえると何日かというのを事務局の方で算出できると思いますので、もう少し

書きやすい設問になるよう工夫したいと思います。ありがとうございます。 
 

○会長  はい、ありがとうございます。 
ほかの委員の方いかがでございますか。委員お願いします。 

 
○委員  １２ページの９番「地域における子育て支援」などについてですが、このア

ンケートの目的からすると特にいらないのかもしれませんが、幼稚園とか認定

こども園などの未就園児のための遊びの広場というか子育て支援事業ってい

うのは、それぞれやっていると思います。そこに通っている人も沢山いるかと

思いまして、通っている人は「利用していない」の３になると思うのですが、

そういう場所を必要としていないわけではなく、幼稚園、認定こども園、私立

に通っているという方もいると思います。ここでどんなことを割り出したいの

かによっているのかいらないのか、どういう方向にしたらいいのかわからない

のですがそういう人たちが結構多いかなと。あと併用している人もいると思い

ますけどそういう人たちを割り出す必要はあるのかないのか。 
 

○会長  事務局いかがですか。 
 

○事務局  １２ページの問１８のところの地域子育て支援拠点事業ですが、これについ

ては子ども・子育て支援事業の中の地域子育て支援拠点事業について。その事

業の利用状況についてお伺いする設問になっております。通常は地域子育て支

援拠点事業の中に入っているとされている子育て支援センター、それから児童

センターということでの設問にさせていただいております。 
問２０にすくすく広場や幼稚園の子育て支援事業ですとか、こういった設問

は設けていますが、ここではなく地域子育てへ支援拠点事業の１８にもあった

ほうがいいのではないかということでしょうか。 
 

○委員  １８では幼稚園の子育て支援事業を利用している人は利用していないに今

の段階だとなるってことですよね。 
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○事務局  今後の利用頻度、利用意向みたいなものは２０番だと聞けなくなると思いま

す。 
 

○委員  １８で幼稚園の方を入れても入れなくてもどっちがいいのか分からないで

すが、目的によると思いますけど入れないのなら地域子育て拠点事業っていう

のは、市で運営しているものに限定されるってことですか。 
 

○事務局  限定はされていません。地域子育て支援センターが市内に３か所ありますの

で、あいあいと西の里きらきら保育園さんと大曲いちい保育園さんの方で地域

の子育て支援センター事業として、やっておられるものがあります。それも含

めての設問となっています。 
 

○委員 私が見た感じ市が主となってやっているものかなと。地域子育て支援拠点事

業等のカッコの説明が就学前の親子が集って過ごしたり相談したりできる場

所っていうのはうちでもやっているなって思います。利用していますかって言

われて幼稚園とかに通っている方は利用しているという文章だと思うんです

けど、下の説明を幼稚園とかでというものではなく市が運営しているものって

いう説明をするべきなのか。問２０の幼稚園の子育て支援事業というのを問１

８に入れるべきなのか。どっちだとわかりやすいのかなと思いました。 
 

○事務局  了解しました。幼稚園や保育園、認定こども園のほかに親子が集まってやっ

ておられる部分があると思うので選択肢をもう一つ増やす形になると思いま

すが、その部分を利用している実態、それから利用意向を聞くって言う部分も

加えていきたいと思います。ありがとうございます。 
 

○会長  よろしいでしょうか。ありがとうございます。 
その他いかがでしょうか。 
 

○会長  お願いします。 
 

○委員  今の続きですが問１９の「利用したいと思わない」っていう項目があります

が、例えば一時預かりとかについては利用したいと思わない理由を選択する設

問がありますが、この設問は理由はいらないでしょうか。 
 

○会長  はい、お願いします。 
 

○事務局 すいません、国のニーズ調査のひな形の中で一時預かりの方は設問として加

える必要がありますが、地域子育て支援拠点事業については利用していない理
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由まで国の基本の調査表の方で求められていなかったので、加えていない状況

があるのですが利用していない理由も含めて把握する必要があるということ

であれば、入れることは可能です。 
 

○会長 いかがでしょうか。 
 

○委員  委員の皆さんがどう思われるか聞いてみたいです。せっかくなので聞いてみ

たいと思いました。 
 

○会長  いかがでしょうか。 
 

○事務局  せっかくやる調査ですのでいろいろ意向を伺った方がよろしいかと思いま

すので、入れる方向で調整したいと思います。 
 

○会長 ありがとうございます。その他お気づきの点で質問意見ございましたらお願

いいたします。せっかくの機会です。感想でよろしいので目を通していただい

て、お願いします。 
 

○委員  私は子どもが３人居るのですが、全部対象の年齢に入っていてこれが来たら

大変なことになるだろうというのが率直な感想です。設問でよく年間で出てい

るのですが、年間で計算するのって難しいと思います。全部年間で出ているの

があって、国からの様式は年間で来ていると思いますが、週とか月の方が書き

やすいのかと思いました。 
 

○会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。 
 

○委員  私は今回の調査は対象になっていないですが、前回の高校生対象のものが来

ました。高校生は思春期で書かせようと思っても、なかなか読まないですし活

字が多いので。書いてもらうのが小さい子だと親が一緒に見てやったりできる

のですが、高校生ぐらいとなるとなかなか一緒にはできないので、書かせるの

が大変かなと思いました。 
先ほど委員が言ったように年間で子どもが風邪引くのが何日かって計算す

るのは難しいのかな。それと風邪引いたときに預ける人がいないので預けたい

っていう形の方が丸はつけやすい。ただ国からの対象として言われているの

が、そういうことでないのであればそこから割り出さなければいけないのかな

と思います。 
 

○会長  ありがとうございます。事務局は今のご意見いかがでしょう。 
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○事務局 最初にご指摘をいただいた問１２の２以外におっしゃったように年間何日

位っていうふうに出てくるところが散見されますのでそれらも含めて書きや

すいように工夫したいと思います。ありがとうございます。 
 

○会長  その他いかがでしょう。お願いします。 
 

○委員  アンケート調査が返ってきてからの話ですが集計の際に記入欄がほとんど

埋まっていないような場合でも普通に集計されるのでしょうか。一部しか回答

がないようなケースはどうなりますか。 
 

○事務局  お答え申し上げます。調査票自体が全くの白票だった場合には、調査対象外

となります。一部だけ空白がある場合は対象になります。空白が一部だけの場

合は、例えば一時預かりのところで空欄になっていたとしたら、利用はないっ

ていうことになると思います。 
 

○委員  なぜ質問したかというと。これ全部、全て埋めないと回答する意味がないの

かどうかってお知らせしたらどうかなと思いました。一部でもわかる限りでお

答えくださいという言葉があると書きやすいと思いました。 
 

○会長  いかがでしょうか。 
 

○事務局  はい、ありがとうございます。前回の生活実態調査のときはそういった表記

があったように記憶しておりますので、検討して入れたいと思います。ありが

とうございます。 
 

○会長  その他いかがでしょうか。 
 

○委員  内容的なことではなくて表記、使う言葉の部分ですね。夏休み・冬休みなど

の長期休暇中という言葉がありますが、学校では夏休み・冬休みは長期休業と

いう言葉を使うのがよろしいかと思います。 
 

○会長  お願いします。 
 

○事務局  了解いたしました。そのように変えさせていただきます。ありがとうござい

ます。 
 

○会長  せっかくの機会ですのでいかがでしょう。 
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○委員  資料をぱっと見た時の感想で、ちょっと答えてまた前のページを見なきゃい

けないなってところが何箇所かあるので、作っている方はわかると思います

が、また戻って自分はどっちにつけたかなって時間を取られるので、そうなる

と書く方はめんどくさいからやめておこうってなっちゃうのかなと。どのよう

にしたらいいかは私もわからないのですが、もうちょっとストレートに上から

下にいけるような方法だともっと皆さんが答えやすいのかな。と思いました。 
 

○会長  ありがとうございます。回答がしやすい形にならないかということですね。

事務局いかがですか。 
 

○事務局  ありがとうございます。なかなか設問の順番を交換したりすると、かえって

矛盾が出たりする場合もありますので、難しいかもしれないですが見せ方の工

夫はしたいと思います。ありがとうございます。 
 

○会長  ありがとうございました。いかがでしょうか。 
 

○委員  ８ページのお子さんの病気や怪我の際の対応についての、一番下の問１２の

３。１.２.３.４ってあるのですが「他の施設に併設した施設で子どもを保育す

る事業」、「小児科に併設した施設で子どもを保育する事業」「登録した地域住

民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業」ってあるのですが、わかり

づらいと思いました。こういうところがあったらいいなっていう問だと思うの

ですが、私がここを見たときに何回も見直したのでどうかなって思いました。 
 

○会長  はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。 
 

○事務局  はい、ありがとうございます。ご指摘のとおり１.２の選択肢は北広島市には

存在していなく、あったらいいと思うかどうかをお聞きしたい設問です。ただ、

ご指摘のとおり改めて見てもどういう事業なのかわかりづらいと思います。こ

の部分につきましては、どういう表記がいいのか調べてわかりやすい表記にし

ていきたいと思います。ありがとうございます。 
 

○委員  預けるお母さんの立場に立ってみると、子どもが病気・病後児ってことなの

で迎えに行くまでの間を安心して見ていただけるのはどこだろうと考えると

思います。お医者さんがしっかり見てくれるとか、看護師が迎えに来るまでの

間、見ててもらえる場所がきっとほしいんだと思います。 
 

○会長  ありがとうございました。いかがでしょう。 
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○委員  用語の定義になると思いますが３ページで保護者の就労状況、職場の両立支

援制度が何かなって思ってしまうこの説明はされていますか。中を見ていく

と、それぞれの事業等についてはカッコ書きで事業の説明がされていますので

突然この両立支援制度ってなにかなって思いました。 
この就労状況の設問の中でフルタイム就労している。そしてパート・アルバ

イトとなっていますが、例えば自由業の方とかは想定はされていますか。それ

からフレックスタイムで働いておられる方もいるかと思うので、その辺の方は

お答えしやすいのかなと少し思いました。 
 

○会長  ありがとうございます。事務局いかがでしょうか。 
 

○事務局  両立支援制度という言葉ですが、ご指摘のとおり何か決まった制度があるの

かなと思ってしまわれると思いますので、書き方を変えるか説明を前に持って

くるか検討したいと思います。 
それからフルタイムとパートタイムの部分で自由業の方やフレックスタイ

ムの方が、どっちになるのかっていう部分だと思いますがフレックスタイムで

も自由業でも１日８時間の方については、フルタイムに○をしていただいくこ

とになると思います。 
 

○会長  はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、ありがとうございま

した。その他いかがでしょうか。 
委員の方々からご意見なり感想なりをいただきましたが、回収率上げるため

にわかりやすい設問だったり回答しやすい形だったりというようなご意見で

したが、それを踏まえてご検討を事務局の方でしていただきその後の修正変更

の流れはどのようにお考えでしょうか。 
 

○事務局  ご指摘いただいたご意見等を踏まえて調査票の修正をさせていただきまし

て、皆様に再度お送りさせていただきたいと思います。 
 

○会長  はい、ありがとうございます。送っていただいてまた目を通してお気づきの

点があれば事務局にお寄せいただくような流れでよろしいですか。はい、あり

がとうございます。 
その他いかがですか。 
では引き続き報告事項に入らせていただきます。１番目、北広島市子ども・

子育て支援プラン実施状況についてということで資料２がございますが、事務

局の方からご説明お願いします。 
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○事務局  （資料２に沿って説明） 
 

○会長  ありがとうございました。資料２に基づいて報告をしていただきました。ご

質問等ございましたら承りたいと思います。いかがでしょうか。お願いします。 
 

○委員  ２３ページの５番の子ども安全・安心通報システム、いわゆるＳＣ通信です

が私たち主任児童委員は何か情報がある場合はＦＡＸでいただいておりまし

たが、今年度は一通いただいてから来ておりません。主任児童委員の会議の中

でも皆さん来ていませんねって話になっていたので、配信されてなくなったの

かなということでお聞きしたかったです。 
 

○会長  はい、いかがでしょうか。 
 

○事務局  子ども安全・安心通報システムの関係ですが、教育委員会の学校教育課の所

管になっておりまして、ご質問いただいたので私共の方から確認をしてご連絡

をさせていただきたいと思います。 
 

○会長  はい、ありがとうございます。よろしいですか。その他いかがでしょうか。

はい、お願いします。 
 

○委員  子ども会議を今年することになっていた気がしたのですが、まだ日程は決ま

ってないのでしょうか。 
 

○事務局  子ども会議につきましては、子どもの権利に関する推進計画の中に盛り込み

まして、今年度の１月に開催できればと考えて準備を進めているところです。 
 

○会長  ありがとうございます。他いかがでしょうか。それでは全体通してご意見等

お気付きの点がありましたら承りたいと思います。いかがでしょうか。よろし

いですか。もしお気づきの点がありましたら事務局の方にお寄せいただくとい

うことでお願いします。貴重なご意見たくさんいただきました。ありがとうご

ざいました。これをもちまして第４回北広島市子ども・子育て会議を終了した

いと思います。本日はありがとうございました。 
 

  
  
  


