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                            第３回会議 

 

日 時 令和２年１月１７日（金）１３時３０分～ 

会 場 日向市中央公民館 ２階レクレーション室 

 

事務局 日向市健康福祉部 福祉課 保護第１・２係 

“みんなで子どもの日向
ひ な た

になろう！” 

 －日向市子どもの未来応援プロジェクト－ 
 

 

 



会  次  第 

 

 

１．開 会 

 

２．報 告 

１）アンケートの集計結果について 

 

３．議 事 

１）第２期 日向市子どもの未来応援推進計画（案）について 

 

２）その他 

 

 

４．次回会議の日程 

第５回会議 ２月   日（   ）  ：  ～ 
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次第２．報告 １）アンケート集計結果について 

 

子どもの成長にともなう経年変化をみる目的で、小学生の対象学年を、前回の小学校３年生から今回

は小学校６年生とし、前回調査にご協力いただいた保護者のみなさまに、今回についてもご協力をいた

だいたところです。 

小学生の集計結果から、独自指標への影響、変化がみられた主な設問は以下のとおりです。 

 

○独自指標への影響 

家計の支援 

①  

子どもに将来受けさせたい教育における、「短大・高専、専門学校」及び「大学教育」の割合 

【データ】 子どもと家庭における生活・ニーズ調査 

短大・高専、専門学校（ 全体 ） 57.6% 目標↑ 60.2% 評価↑ 

短大・高専、専門学校（小学生） 62.4% 目標↑ 62.8% 評価↑ 

大学教育（ 全体 ） 50.1% 目標↑ 52.6% 評価↑ 

大学教育（小学生） 54.8% 目標↑ 55.3% 評価↑ 

② 

子どもや家庭に関する経費で十分でないものの割合 

【データ】 子どもと家庭における生活・ニーズ調査（小学３年生・中学３年生のみの設問） 

今後の教育費用にむけた貯金（ 全体 ） 65.7% 目標↓ 60.8% 評価↓ 

今後の教育費用にむけた貯金（小学生） 63.7% 目標↓ 61.6% 評価↓ 

③ 

過去１年間に経済的理由から支払ができなかったものの割合 

【データ】 子どもと家庭における生活・ニーズ調査（小学３年生・中学３年生のみの設問） 

税金（ 全体 ） 9.6% 目標↓ 6.9% 評価↓ 

税金（小学生） 9.0% 目標↓ 6.1% 評価↓ 

年金保険料や健康保険料、介護保険料（ 全体 ） 9.1% 目標↓ 4.8% 評価↓ 

年金保険料や健康保険料、介護保険料（小学生） 9.8% 目標↓ 4.2% 評価↓ 

学校の給食費や保育料（ 全体 ） 7.8% 目標↓ 5.8% 評価↓ 

学校の給食費や保育料（小学生） 6.1% 目標↓ 5.8% 評価↓ 

④ 

就学援助を受けていない理由における、「制度や手続きがよくわからない」割合 

【データ】 子どもと家庭における生活・ニーズ調査（小学３年生・中学３年生のみの設問） 

制度や手続きがよくわからない（ 全体 ） 21.5% 目標↓ 12.6% 評価↓ 

制度や手続きがよくわからない（小学生） 22.5% 目標↓ 12.4% 評価↓ 



環境の整備 

⑥ 

家族を医療機関に受診させた方がよいと思ったけれども、実際は受診に至らなかった割合 

【データ】 子どもと家庭における生活・ニーズ調査 

受診に至らなかったことがある（ 全体 ） 29.4% 目標↓ 25.2% 評価↓ 

受診に至らなかったことがある（小学生） 24.5% 目標↓ 23.6% 評価↓ 

＊年収 300 万円未満の世帯における上記割合 

受診に至らなかったことがある（ 全体 ） 35.2% 目標↓ 35.3% 評価↑ 

⑦ 

むし歯がある子どもの割合 

【データ】 子どもと家庭における生活・ニーズ調査 

むし歯がある（ 全体 ） 11.3% 目標↓ 8.5% 評価↓ 

むし歯がある（小学生） 10.7% 目標↓ 7.3% 評価↓ 

むし歯が治療中ではない（ 全体 ） 55.7% 目標↓ 58.6% 評価↑ 

むし歯が治療中ではない（小学生） 43.1% 目標↓ 63.2% 評価↑ 

保育園年長・中学生の割合は減少 、全体の件数は減少 87 件（前回 122 件） 

⑧ 

困ったときに相談できる人がいない保護者の割合 

【データ】 子どもと家庭における生活・ニーズ調査 

困ったときに相談できる人がいない保護者（ 全体 ） 5.7% 目標↓ 8.8% 評価↑ 

困ったときに相談できる人がいない保護者（小学生） 5.5% 目標↓ 8.4% 評価↑ 

保育園年長は増加 7.5％（前回 6.5％）、中学生は増加 9.5％（前回 5.9％） 

保護者が困ったときに教職員・保育士、民生委員・児童委員、公的機関の相談員、民間のカウン 

セラー、医療機関の医師や職員である割合     

【データ】 子どもと家庭における生活・ニーズ調査（小学３年生・中学３年生のみの設問） 

保護者の相談相手が教職員・保育士・その他の機関

等の支援者である（ 全体 ） 
10.8% 目標↑ 9.5% 評価↓ 

保護者の相談相手が教職員・保育士・その他の機関

等の支援者である（小学生） 
14.8% 目標↑ 11.5% 評価↓ 

中学生は減少 6.6％（前回 6.7％） 

⑨ 

子どもが朝食を毎日は食べない、もしくは夕食がひとりで食べる・子どもたちだけで食べる割合 

【データ】 子どもと家庭における生活・ニーズ調査 

子どもが朝食を毎日は食べない（ 全体 ） 7.9% 目標↓ 6.8% 評価↓ 

子どもが朝食を毎日は食べない（小学生） 6.5% 目標↓ 6.4% 評価↓ 

夕食がひとりで食べる・子どもたちだけで食べる 5.5% 目標↓ 7.2% 評価↑ 



（ 全体 ） 

夕食がひとりで食べる・子どもたちだけで食べる 

（小学生） 
3.0% 目標↓ 4.2% 評価↑ 

保育園年長・中学生ともに増加 

能力の形成 

⑪ 

子どもの普段（ここ１ヶ月）の様子 

【データ】 子どもと家庭における生活・ニーズ調査（小学３年生・中学３年生のみの設問） 

「将来について自分の希望（なりたい職業や進学先） 

を言える」にあてはまる（ 全体 ） 
52.1% 目標↑ 48.5% 評価↓ 

「将来について自分の希望（なりたい職業や進学先） 

を言える」にあてはまる（小学生） 
56.8% 目標↑ 50.9% 評価↓ 

中学生は減少 45.7％（前回 46.8％） 

 

○子どもさんの普段の様子や親子の習慣において、変化がみられた主な設問 

・問３（２）就寝時間が午後９時台～１０時台の子どもの割合が 64.8％から 84.3％に増加 

 全 体 午後９時台 17.7％（前回 36.9％） １０時台 44.2％（前回 27.9％） 

小学生 午後９時台 26.3％（前回 65.1％） １０時台 58.0％（前回 28.2％） 

・問３（７）留守番をする回数の増加 

・問３（８）（７）相手の家に遊びに行ける友達の人数が増加傾向 

・問３（８）（１０）（９）スマートフォン、ゲーム機などの１日の使用時間が１時間未満から１～ 

３時間に増加した一方、１か月間の読書量（問３（１１）（１０））は減少 

・問３（９）（１０）（１１）他人へのあいさつ、気遣いができる割合が増加した一方、学校の準備 

や家の手伝いができる割合が減少 

・問５（１）小学生の子どもとの遊び、勉強をみる割合の減少 

小学生 子どもと体を動かして遊ぶ めったにない割合 42.4％（前回 20.7％） 

ほぼ毎日勉強をみる割合 25.9％（前回 55.4％） 

・問５（ア）（イ）保護者から叩かれる、叱られる割合が減少 

 

○子どもさんの普段の様子や親子の習慣において、大きな変化がみられなかった主な設問 

・問３ お子さんの普段の様子で、朝食を毎日たべる 93.3％（前回 93.5％）、夕食を家族と食べる 

95.4％（前回 97％）、部活などの運動日数などの割合 

・問４（７）高等教育を受けさせたい割合 

 


