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Ⅰ．本事業の目的と内容 

１．事業の目的 

観光サービス産業は、宿泊業・飲食業・小売業をはじめとして、裾野の広い総合産業で

あり、地域への波及効果の高い重要な基幹産業である。 

平成 28 年 3 月に策定された『明日の日本を支える観光ビジョン』（以下「観光ビジョン」

という。）においても、2020 年日本人国内旅行消費額 21 兆円、2030 年同 22 兆円という

政府目標を掲げているところであり、地方部を中心に、観光立国の実現に向けて、あらゆ

る取組を進めていく必要がある。 

観光産業の成長・規模拡大のためには、生産性を向上させ、国内外から民間投資を呼び

込むことが必要であるが、季節性や休暇制度の影響により、観光関連産業への消費需要（以

下「観光需要」という）が一部の時期に偏在するため、年間 100 日程度しか稼働できず、

その生産性を低下させていると指摘されている。 

このような中、平日の家族旅行等を増加させ、観光需要の平準化を図るため、学校休業

日の柔軟化（体験的学習活動等休業日：以下「キッズウィーク」という）と併せて、経済

界及び国家公務員の有給休暇の取得増を図る政府方針を決定したところであり、平成 29

年 7 月に行われた『大人と子供が向き合い休み方改革を進めるための「キッズウィーク総

合推進会議」』においても、安倍総理から「地域の実情に応じた取組にするために、地域ご

とに協議会を設置しキッズウィークの検討を進めてもらい、政府としても、一丸となって

キッズウィークがしっかりと定着するよう取り組む」旨の発言があったところである。 

 

［参考］『明日の日本を支える観光ビジョン』より抜粋 

家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得の分散化による観光需要の平準化 

◇分散化などの学校休業日の柔軟な設定における工夫事例を周知するとともに、経済界と

連携し、子供の休みに合わせて年次有給休暇取得３日増を目指す。 

◇休暇取得の分散化のため産業界に対し奨励を行うとともに、経済的インセンティブ付与

の仕組みの導入を目指す。このため、2016 年度中に、休暇分散の地域への経済効果、海

外事例等の調査を実施。 

◇国家公務員についても、学校休業日に合わせた年次休暇取得を促進。 

 

［参考］『経済財政運営と改革の基本方針』（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）より抜粋 

大人と子供が向き合う時間を確保するため、地域の実情に応じ、教育現場に混乱が生じ

ないよう対応を検討の上、2018 年度（平成 30 年度）から地域ごとに「キッズウィーク」

を設定し、学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確

保の取組を官民一体として推進する。 
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２．事業の内容 

以上のような議論を踏まえ、現在進められている「キッズウィーク」であるが、本事業

では、この取組が今後全国で円滑に進められることを促すため、以下の事業を行う。 

 

（１）地域における休み方協議会の円滑な推進について 

平成 29 年 9 月 13 日に「学校教育法施行令の一部を改正する政令」及び「学校教育法施

行規則の一部を改正する省令」が公布、同日施行され、「キッズウィーク」の取組が可能と

なった。この政令等の改正の中で、各学校設置者において「キッズウィーク」の設定につ

いて検討を行う際には、商工会、商工会議所等の経済団体や首長部局を中心とした企業等

における有給休暇取得促進に向けた取組の状況を踏まえ、経済団体等と連携して環境整備

に努めることが留意事項として定められており、その協議の場として「地域における休み

方協議会」を設定することが望ましい。 

この「地域における休み方協議会」は、「キッズウィーク」を実施する地域の多様なプレ

イヤーが関わることが考えられ、自治体も複数の部署が会議に参加する可能性が高い。そ

のため、今後「キッズウィーク」の取組を進める地域において「地域における休み方協議

会」の議論を円滑に進めるためには、先行して「地域における休み方協議会」を立ち上げ

ている先進的な事例から、協議会推進に係る意志決定プロセス、議論が停滞する場合の原

因や逆に進展しやすいパターンなどを洗い出し、今後の取組の参考にすることが重要であ

る。同時に、企業等における有給休暇取得に向けた環境の整備に向けた方策、地域におけ

る学校休業日の方向性、企業等への学校休業日の周知方法、学校休業日を活用した地域経

済の活性化に資する取組等についての調査や検討を通して地域におけるキッズウィークの

取組への気運醸成を図る。 

 

（２）学校休業日における子供の受け皿となる試行事業の実施 

「キッズウィーク」が本格的に実施された場合に、その理念の達成のためには、大人と

子供が向かい合い地域の文化などに触れる機会の創出が必要であり、これも「地域におけ

る休み方協議会」において議論されることが期待される。また、大人の有給休暇の促進が

重要な「キッズウィーク」だが、様々な職種がある現代において、全ての職業の大人が一

斉に休むことは難しいのも現実である。そのため、キッズウィークの実施に合わせた子供

の居場所づくりやイベントづくりなど、どうしても保護者がともに休めない子供への対応

も必要であり、これも「地域における休み方協議会」において議論されることが期待され

る。 

これらの、大人と子供が向かい合う場の設定や、親が休めない子供の居場所づくりのた

めの試行事業の実施を行う。 

 

（３）シンポジウムの開催 

先進的取組を行っている地域の事例をパネルディスカッション等により紹介するととも

に、参加する自治体、商工団体等の意見交換の場を設け、「キッズウィーク」の取組のより

一層の推進を図る。 
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（２）キッズウィークに関わる地域特性の整理 

家族の休日・休暇の過ごし方に少なからず影響を与える可能性がある「地域の雰囲気」

や「勤務先の対応」は、居住する地域の構造によって変化すると考えられる。 

本事業では、「産業構造のあり方」で地域を類型化することで、キッズウィーク導入の意

向を特に把握すべき主体として、「事業者（雇用主）」をどのように位置づけるか、がみえ

てきた。具体的には「産業構造のあり方」を、「産業の特性」と「主産業への依存度」とい

う二つの軸で整理した。 

 

＜産業の特性＞ 

近年、 GDP と雇用の約 7 割をサービス産業が占め、社会が 24 時間、年中無休で動く

ことが常態化してきたことに伴い、サービス産業への従事者が増加している。サービス産

業への従事者は、多様な職種に就いて非同質的な働き方をしており、休暇に対する価値観

も様々である。 

その一方で、農業や観光業、自動車・家電といった製造業などの生産活動が一定の季節

性・周期性をもって行われる産業への従事者は、休暇も勤務先の都合に合わせて取得する

ことになり、同じ勤務先の従業員はほぼ同質的な働き方・休み方となる。 

このように、就業先の産業特性によって、働き方・休み方を決められる裁量が従業員（保

護者）にどの程度あるかという違いが生じていることから、キッズウィークという新たな

休暇制度を導入しようとする際には、産業特性によっては勤務先である事業者の意向が大

きな影響力を持つといえそうである。 

 

＜主産業への依存度＞ 

キッズウィークの導入を検討する地域が、「主産業が明確か」、もしくは「多様な産業が

立地しているか」といった地域全体の産業構造によっても、キッズウィーク導入の採否を

決める主体に違いが出てきそうである。 

すなわち、その地域の主産業が明確で、多くの住民（保護者）がその産業に従事してい

る場合は、その事業者の意向が住民の働き方・休み方のあり方に影響を与え、キッズウィ

ーク導入の採否を左右する可能性がある。 

逆に、多様な産業が立地していたり、地域外へ通う住民が多い場合は、ある特定の事業

者の意向が住民全体の働き方・休み方に大きな影響を与える余地は低くなり、従業員本人

の価値観や都合によって休暇のあり方を決めることが比較的容易となる。そして、キッズ

ウィークという新たな学校休業日のあり方については、そもそも導入を検討するかどうか

も含めて、所管する教育委員会・学校の意向が強く働く可能性が高くなる。 

 

以上のように、「地域の産業構造のあり方」が、キッズウィーク導入によって大きな影響

を受ける保護者が柔軟に休暇を取れるかどうかを左右する、一つの大きな要因であると言

えそうである。 

キッズウィークという新たな休暇のあり方を検討するにあたっては、保護者や学校現場

の意向はもちろん、地域の産業を担う事業者の意向を把握し、賛同を得ることも重要であ

る。 
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Ⅲ．調査実施地域の選定 

１．調査実施地域選定のプロセス 

（１）調査実施地域選定の方針 

調査実施地域を選定するにあたっては、Ⅱ章で整理したように①キッズウィークに関わ

る主体それぞれに対して調査を実施できること、②キッズウィークへの理解・導入にあた

って影響を与えると考えられる地域特性に留意し、できるだけ多様な地域において調査を

実施すること、そして③すでにキッズウィークの導入を決定した自治体のみならず、これ

から検討を始める地域も加えること等に留意して地域選定を行った。 

 

（２）調査打診のための地域訪問状況 

以上のような方針の下、経済産業省および関係府省（観光庁等）のキッズウィーク関連

組織・会議体のつながりから、キッズウィークの導入を決定もしくは検討している自治体

を抽出した。また、調査受託機関が有するネットワークも活用して個別に自治体へ調査実

施を打診した。 

その結果、最終的に調査実施地域となった９つの自治体以外に以下の自治体を訪問し、

調査の打診を行った（いずれの自治体も今回は調査実施を見送った）。 

 

山形県新庄市 6 月 18 日(月) 

茨城県日立市 7 月 12 日(木) 

鳥取県鳥取市 6 月 28 日(木) 

岡山県真庭市 6 月 22 日(金) 

 

調査見送りの理由は各地域それぞれであるが、主なものは以下のとおりである。 

 

・ 地元で古くから続くお祭りの開催日（期間）が、すでに市民にとっての休日として定

着しており、「キッズウィーク」として新たな休日を設ける必要性が感じられない。 

・ ２学期制の区切りとしてすでに短期間の学校休業日を設けており、さらなる休日を

設ける必要性が感じられない。 

・ これまで行政においても教育委員会においても深く検討されたことがなく、ゼロか

ら議論を始めるので、当該年度１年間の事業としては時間的に間に合わないのでは

ないかと懸念される。 
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２．調査実施地域の選定 

以上のような選定プロセスを経て、本事業では以下の９つの地域に於いて調査を実施し

た。 

次章以降で各地域における取組状況を記載するが、以下にその概要を示す。 

 

 

 

 

 

 

地区 市町村

保護者 子供 事業者

東北 1 八戸市 地方都市 H31年2月17日
×教育委員会

が主導
●

●
小4,5,6年
中1,2,3年

● ●

関東 2 横須賀市 都市部 10～11月
○教育委員会

が主導
●

●
市立総合高
校の生徒

●
ＫＷ期間中
のイベント

主催者

3 三条市 地方・工業
5月2・15日
 6月18日
10月9日

×教育委員会
が主導

●
※教員
へ実施

●

4 草津町 観光 －
アンケート結果
で設置を判断

●
●

小4,5,6年
中1,2,3年

● －

5 富岡市 地方・観光 － ×市が主導 ●
●

小4,5,6年
中1,2,3年

－

中部 6 鈴鹿市 地方・工業 10月5・9日 ×市が主導 ●
●

従業員

7 白川村 農村・観光
9月25～26日
10月14～19日

×学校運営
協議会が主導

●

●
学園が実施
※教育委員
会へも実施

●
地域団体

四国 8 丸亀市 地方・工業
4・5・9月～
H31年2月

○商工会議所
が主導

● ● ●

九州 9 武雄市 地方・観光 10月5・9日 ×市が主導 ● ● ●

試行事業
の実施

地域特性
（主なもの）

キッズウィーク
実施時期
（３０年度）

アンケートの実施
協議会の有無
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Ⅳ．調査実施地域別の取組 

本章では、調査実施地域として選定された９つの地域、それぞれにおける以下の業務の

取組状況を記載する。 

 

（１）地域概要の整理（文献調査） 

自治体の基本情報（面積、人口等）、産業構造（生産額割合、従業者数割合）、観光の動

向（観光入込客数、宿泊客数）、主な観光イベント、教育関連データ（小中学校数、児童生

徒数等）を取りまとめた。 

 

（２）アンケート調査の実施 

キッズウィークは「地域の特性に応じた学校休業日の設定」を基本としており、本事業

においても調査実施地域の意向を尊重して、アンケート調査の対象者を設定した。その際、

以下のような整理を示し、地域が能動的に調査対象者を検討できるようにした。 

 

 

 

  

効果､意義､

モチベーション

不安な点、

阻害要因
→

解決策の案､

要望

子供 ○ △

保護者 ○ ○ → ○

教育界

学校
教育委員会

校長、教員

産業界

会社
経済団体

経営者 ○ ○ → ○

従業員（子育て未経験

者・経験者ともに）
○ ○ → ○

地域 地域団体

ヒアリング（協議会メンバー）

（ヒアリング）

ヒアリング（協議会メンバー）

ヒアリング（協議会メンバー）

◆アンケート調査によって各主体にとっての「キッズウィークの効果・阻害要

因」を把握する ※赤○印は多くの地域が調査対象とした主体

9



 

 

調査票の設計にあたっては、９つの地域に共通の設問として「国および当該地域が推進

するキッズウィークの認知度や賛否」「キッズウィークに対する期待と課題感」を設け、可

能な限り設問の表現を統一した。その他に実施地域の要望に応じて、キッズウィーク当日

の過ごし方・職場の様子や事前の対応策（事業者対象）、今後の協力意向（事業者対象）等

について把握する調査票を作成した。 

各地域の調査結果はそれぞれで取りまとめたが、全体を俯瞰して指摘できるポイントは

以下のとおりである。 

 

・ 国が推進するキッズウィークについての認知度は、未だ低い。 

・ キッズウィークに対する保護者の賛否については、自由回答において強い期待を示

す人がいる一方で、賛同しつつも「勤務先の事情・無理解により、必ずしも諸手を挙

げて賛成できない」という意見も多くみられた。賛成できない理由としては、「休め

ない」こと以外に、「パート勤務であり休むことが、即収入減につながる」といった

経済的な理由もあった。 

・ 事業者については、全体として導入への賛意は希薄と感じられた。その理由として

は、初年度ということもあって告知不足もあり、自社にとっての具体的な効果がイ

メージしづらいことや、公共事業への応札時の特典といった積極的なメリットが感

じられない等が挙げられると思われる。 

 

（３）ヒアリング調査・協議会の傍聴の実施（現地調査） 

調査実施地域の担当者との打ち合わせや（２）のアンケート調査を実施した後に、当該

地域におけるキッズウィーク導入にあたっての鍵となる主体や人物がみえてくる場合があ

った。そうした主体・人物に対してヒアリング調査を実施した。 

また、キッズウィーク導入を検討する協議会が設立された地域（横須賀市、丸亀市）に

ついては協議会を傍聴し、どのような主体によって、どのような議論とプロセスで合意形

成が進んだかについて調査を実施した。 

両地域の調査結果はそれぞれで取りまとめたが、全体を俯瞰して指摘できるポイントは

以下のとおりである。 

 

・ 協議会を立ち上げることで、「事務局」と「議論の場（参画メンバー）」が明確となり、

スケジュール感をもって検討を進めることができる。 

・ 検討すべき事項や地域内で巻き込むべき主体の選定、目指す方向性の見いだし方に

ついては、自由闊達な議論が可能かといった事務局と参画メンバーとの関係性や、

事務局自身の熱意や事業への関与度合いによって大きな差が生じるようである。 

・ その一方で、「協議会」を立ち上げることなく、キッズウィークの進め方や導入自体

を検討した地域も多かった。その場合も、行政や商工会・地域コミュニティ等の地域

の関係者を巻き込んで定期的に会議を開催しており、「協議会」という形にこだわら

なくても、熱意をもって全体を取りまとめようという主体・組織があって、実質的な

議論ができる場が準備されることが必要であるといえる。 
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◆４つの類型別の試行事業のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4つの類型 過ごし方のイメージ
試行事業への参画者・関
係者のイメージ

試行事業後、本格導入の際の留意点案

A：保護者が休めて､共に
地域外で過ごす場合

近隣地域の観光地へ、
家族で旅行（宿泊・日
帰り）に出かける など

旅行会社が、キッズウィーク期
間の催行を前面に打ち出し
た子供連れ旅行商品のモニ
ターツアーを実施、温泉地が
平日に子供向けイベントを実
施 など

・長期休暇時のような遠隔地への旅行ではなく、
気軽に近隣エリアへの外出・旅行を後押しするよ
うな旅行商品を開発する。
・受け入れる観光地にとっては、閑散期にキッズ
ウィークが設定されるように、広域的な観点から
期間設定が調整されることが望ましい など

B：保護者が休めて､共に
地元地域で過ごす場合

地元の公園や図書館
など自然・文化施設を
舞台にしたイベントやお
祭りへの参加、平日に
稼働している工場や銀
行などの職場見学 など

運動公園や文化施設の管
理者（自治体等）や地元
企業が、それぞれの施設を舞
台としたり、既存のイベントに
追加して企画 など

・平日だからこそ見られる施設やサービスを、子供
たちが訪れ体験することで、舞台となった産業や
企業に対する子供たちの関心を高めることができ
る、平日に人が訪れることで収益増も期待できる
という観点で参画者を募る。
・例えば、オンパクのように、すでに地元を舞台に
手軽な体験プログラムが開発されている場合は、
開催時期をキッズウィークとすることで、新たな客
層（親子連れ）獲得と集客増が期待できる等

C：保護者が休めず､子供が
地域外で過ごす場合

子供だけが参加する学
習塾の合宿 など

地元で営業している学習塾
などが、キッズウィークに合わせ
てリゾート地など日常を離れ
た環境で勉強に専念できる
機会を提供する など

・今後の少子化の進展を見据えて、子供対象の
教育業界は新たなビジネス領域の開拓が求めら
れており、保護者と子供の双方にとって価値ある
教育商品の提供という観点で参画者を募る 等

D：保護者が休めず､子供が
地元地域で過ごす場合

※基本的には「類型B」と同様に、地元地域の施設・企業を舞台としたイベントやお祭りに、子供を参加させ
るというイメージだが、保護者が同行している類型Bと異なり、イベント等と自宅との送り迎えを、信頼できる人・
団体が行うといった配慮が必要である。このため旅行会社などが旅行商品として開発することも考えられる。
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八戸市教育委員会 キッズウィーク事業説明 

実施概要 

・ 日時 2018 年 10 月 25 日（木）13:30 - 15:00 

・ 会場 八戸市役所 5F 会議室 

参加者 

八戸市     3 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社  1 名 

資料 

経産省提供 

 資料 01 「ポジティブ・オフ」運動について 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

・ 資料 23 キッズウィークに関するアンケート調査の対象者イメージと調査手法の整理 

・ 資料 24 武雄市キッズウィーク資料（事業者向けチラシ・市民向けチラシ） 

・ 資料 25 白川村キッズウィーク資料 1（学園発保護者向けプリント 第 1 弾） 

・ 資料 26 白川村キッズウィーク資料 2（学園発保護者向けプリント 直前号②） 

打合せ要旨 

・ 八戸市教育委員会に対して事業概要を説明するとともに、八戸市が実施する「えんぶりの

日」事業について情報提供を受け、試行事業の方向性やアンケート調査の実施対象等につい

て議論を行った。 

・ 八戸市では今年度からえんぶりの日を設定したものの、当日は日曜日にあたってしまい、新

たな休日は創出できなかった。えんぶりの関係者は、特に市役所内では初日のみ参加という

パターンが多い。 

・ 八戸においては観光主導というよりは、地域の文化や商店街の振興という指針が適すると思

う。地元の中学校に「えんぶり部」がある学校があり、所属数もかなりあるようだ。当日の

踊りや演奏で出ている学校もある。親からの関心も高いようだ。一方で、市内全体で関心が

高いか？という点は報道で指摘のあったとおり。 

以 上  
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八戸商工会議所 キッズウィーク事業説明 

実施概要 

・ 日時 2018 年 10 月 25 日（木）15:10 - 15:40 

・ 会場 八戸商工会議所 2F 会議室 

参加者 

八戸商工会議所    1 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社  2 名 

資料 

経産省提供 

・ 資料 01 「ポジティブ・オフ」運動について 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

・ 資料 23 キッズウィークに関するアンケート調査の対象者イメージと調査手法の整理 

・ 資料 24 武雄市キッズウィーク資料（事業者向けチラシ・市民向けチラシ） 

・ 資料 25 白川村キッズウィーク資料 1（学園発保護者向けプリント 第 1 弾） 

・ 資料 26 白川村キッズウィーク資料 2（学園発保護者向けプリント 直前号②） 

打合せ要旨 

・ 八戸商工会議所担当者に対して事業概要を説明するとともに、八戸市内で子どもをメインタ

ーゲットとした事業等についてヒアリングを実施した。 

・ 「えんぶりの日」にかかる事業者向けアンケート調査について、教育委員会が主体となって

実施するのであれば、商工会議所として事業者向け調査を妨げない。 

・ 商工会議所は毎月会報を発行しており、委託料を受けて広告などを同封することが可能。発

行部数は 4000 部程度。 

以 上  
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八戸市教育委員会 「えんぶりの日」アンケート実施に係る打合せ 

実施概要 

・ 日時 2018 年 12 月 19 日（水）10:00 - 11:00 

・ 会場 八戸市役所 5F 八戸市教育委員会 会議室 

参加者 

八戸市教育委員会  1 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

八戸市教育委員会資料 

・ 資料 11 デーリー東北「2018 年八戸市 10 大ニュース」記事コピー 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 八戸市保護者向け調査票（案）181127_教育委員会赤入れ版 

打合せ要旨 

・ 八戸市の公立小中学校の保護者を対象としたアンケート調査票の内容、事業者向け調査にお

いて教育委員会として事業者に質問したい内容、ならびにその他の調査意向等について、八

戸市教育委員会と打合せを行った。 

・ 保護者向け調査については協議事項を踏まえ、JTBF が調査票（修正版）を作成の上、教育

委員会に送付する。調査実施について 2019 年 01 月の校長会役員会に諮り、2 月の「えんぶ

りの日」の直前に調査案内を配布する。教育委員会は JTBF に対して、各校の生徒数と配送

先住所を記載したリストを提供する。 

・ 事業者向け調査については「企業が地域の文化や芸能に対してどのように関わることができ

るか」という視点を踏まえて、JTBF が調査票案を作成の上、教育委員会に送付する。 

・ 4 年生以上の小学生ならびに中学生を対象に、子ども向け調査を実施する。紙媒体での自記

式調査とし、3 問程度で構成する。調査実施、ならびにデータ入力のボリュームを踏まえ、

数校抽出による調査を前提として検討する。JTBF は調査票案を作成の上、教育委員会に送

付する。 

・ 地方紙への広告記事掲載については、八戸市内向けにデーリー東北を候補として、はっち等

その他の主体の意向も確認の上、調整を進める。 

以 上  
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八戸市 はっちキッズウィーク試行事業打合せ 

実施概要 

・ 日時 2018 年 12 月 19 日（水）13:30 - 15:00 

・ 会場 八戸ポータルミュージアムはっち 4F 打合せスペース 

参加者 

八戸市まちづくり文化スポーツ部 2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

はっち提供資料 

・ 資料 11 平成 30 年度お祭り連携事業「えんぶり in はっち」企画 

・ 資料 12 2018 年「えんぶり in はっち」チラシコピー 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 八戸市保護者向け調査票（案）181127_教育委員会赤入れ版 

・ 資料 23 八戸市「えんぶりの日」試行事業について（メモ） 

・ 資料 24 キッズウィーク関連調査事業 試行事業の進め方（概要） 

・ 資料 25 調査実施地域進捗把握シート 

打合せ要旨 

・ 八戸市が八戸まちなか広場「マチニワ」および八戸ポータルミュージアム「はっち」におい

て、八戸えんぶりを題材として実施するイベント群の一部について、経産省事業の試行事業

としての実施、ならびに同予算の活用可能性を踏まえて検討を行った。 

・ 「はっち」および「マチニワ」で開催されるイベントのうち、小学生を対象として今年度か

ら新たに実施される「えんぶり問題」について、参加者に配布する「全問正解証明書」、な

らびに小中学生向けのイベント広報用チラシの作成に係る費用について、試行事業予算を活

用できるよう調整を進める。 

・ 以上 2 種の印刷物について、はっち側で案を作成の上、印刷前に JTBF を経由して経産省に

予算活用の確認を得る。 

・ 小中学生向けのイベント広報用チラシについては、配布に先立って教育委員会の了解が必要

であるため、01 月の校長会役員会に原案等を提示できるよう準備する。 

・ 地方紙への広告記事掲載については、八戸市内向けにデーリー東北、青森県内向けに東奥日

報を候補として、教育委員会の意向も確認の上、調整を進める。 

以 上  
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八戸市キッズウィーク試行事業 現地調査実施報告 

実施概要 

・ 日時 2019 年 02 月 17 日（日）07:00 - 02 月 18 日（月）13:00 

・ 会場 青森県八戸市内 

参加者 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社  2 名 

現地調査要旨 

・ 八戸ポータルミュージアム「はっち」において、主として中学生以下の子どもを対象として

実施された試行事業「何問解けるかな？ えんぶり問題」について、実施状況の現地調査を

行った。並行して、同事業に参加した子どもの一部に対して、イベントの感想を質問する対

面式アンケートを実施した。 

・ あわせて、未成年を含む市民が踊り手等として参加する「八戸えんぶり」とその関連事業に

ついて、市内各所で実施状況の調査を行った。 

調査行程 

02/17（日） ※一部行程は時間が重複するため、複数班で並行して実施 

 07:00-10:00 於 長者山新羅神社 八戸えんぶり奉納摺り 実施状況調査  

 10:00-17:00 於 八戸ポータルミュージアム「何問解けるかな？ えんぶり問題」現地調査 

 10:40-11:30 於 八戸市中心市街 八戸えんぶり一斉摺り 実施状況調査 

 12:15-13:00 於 八戸市庁前広場 御前えんぶり 実施状況調査 

 13:00-16:00 於 八戸市公会堂 子どもえんぶり（中居林小、青潮小）実施状況調査 

 17:30-20:00 於 八戸市庁前広場 かがり火えんぶり 実施状況調査 

 20:00-22:00 於 更上閣 お庭えんぶり実施状況調査 

 

02/18（月） 

 10:00-13:00 於 八戸ポータルミュージアム「何問解けるかな？ えんぶり問題」現地調査 
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添付資料 

・ 資料 01 調査実施状況写真（省略） 

・ 資料 02 「えんぶり in はっち」チラシ紙面 

・ 資料 03 「何問解けるかな？ えんぶり問題」問題用紙 基本編 

・ 資料 04 「何問解けるかな？ えんぶり問題」問題用紙 上級編 

・ 資料 05 「何問解けるかな？ えんぶり問題」参加者向けアンケート 

 

資料 02 「えんぶり in はっち」チラシ紙面 

八戸ポータルミュージアムが制作。A4 版カラー印刷され、事前に市内の小中学生に配布され

た。 

19



 

20
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資料 03 「何問解けるかな？ えんぶり問題」問題用紙 基本編 

八戸観光コンベンション協会が作成 

 

22
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資料 04 「何問解けるかな？ えんぶり問題」問題用紙 上級編 

八戸観光コンベンション協会が作成 
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資料 05 「何問解けるかな？ えんぶり問題」参加者向けアンケート 

JTBF が作成の上、八戸ポータルミュージアムの許可を受けて実施。以下の回答フォームをタ

ブレット端末に表示し、対面式調査により回答を収集した。 
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八戸市教育委員会 「えんぶりの日」調査結果報告 

実施概要 

・ 日時 2019 年 03 月 18 日（月）13:15 - 15:00 

・ 会場 八戸市役所 5F 八戸市教育委員会 会議室 

参加者 

八戸市教育委員会  1 名 

公益財団法人 日本交通公社 1 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 01 打合せ次第 

・ 資料 02 保護者向け調査結果一式（要旨・クロス・単純集計・調査票） 

・ 資料 03 事業者向け調査結果一式（要旨・単純集計・調査票） 

・ 資料 04 児童生徒向け調査結果一式 

  （要旨・単純集計（全数・えんぶり有・えんぶり無）調査票） 

・ 資料 05 地方紙掲載調査結果一式（要旨・単純集計・調査票（2 種）） 

・ 資料 06 はっち試行事業現地調査結果一式（短銃集計・調査票） 

・ 資料 07 キッズウィーク推進シンポジウム大阪会場配布資料一式 

打合せ要旨 

・ 03/15（金）に大阪市内で開催され、八戸ポータルミュージアム安原館長が登壇した「キッ

ズウィーク推進シンポジウム（大阪会場）」について、当日の実施状況等を報告した。 

・ 「えんぶりの日」について実施した保護者向け調査、事業者向け調査、児童生徒向け調査、

地方紙掲載調査の結果について、八戸市教育委員会に報告した。あわせて、02/17（日）か

ら 02/18（月）にかけて、はっち内試行事業会場で行った現地調査の結果について報告し

た。 

・ 先方担当者より、アンケート結果については 03/26（火）に予定されている教育委員会定例

会に一部を報告する予定である旨、ならびに来年度以降も他部局との連携により、「えんぶ

りの日」事業を継続したいと考えている旨、談話があった。 

以 上  
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はっち安原館長 「えんぶりの日」調査結果報告 

実施概要 

・ 日時 2019 年 03 月 18 日（月）15:30 - 16:15 

・ 会場 八戸ポータルミュージアムはっち 

参加者 

八戸市まちづくり文化スポーツ部 2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 01 打合せ次第 

・ 資料 02 保護者向け調査結果一式（要旨・クロス・単純集計・調査票） 

・ 資料 03 事業者向け調査結果一式（要旨・単純集計・調査票） 

・ 資料 04 児童生徒向け調査結果一式 

  （要旨・単純集計（全数・えんぶり有・えんぶり無）調査票） 

・ 資料 05 地方紙掲載調査結果一式（要旨・単純集計・調査票（2 種）） 

・ 資料 06 はっち試行事業現地調査結果一式（短銃集計・調査票） 

打合せ要旨 

・ 同日午後に実施した八戸市教育委員会に対する調査結果報告の概要について報告した。 

・ 「えんぶりの日」について実施した保護者向け調査、事業者向け調査、児童生徒向け調査、

地方紙掲載調査の結果について報告した。あわせて、02/17（日）から 02/18（月）にかけ

て、はっち内試行事業会場で行った現地調査の結果について報告した。 

・ 先方担当者より、来年度以降の「えんぶりの日」に係る市全体の動向、ならびにはっち内の

企画状況等について情報共有を受けた。 

以 上  
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2019 年 3 月 18 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

保護者向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

八戸の市立小学校および中学校、計 67 校に通う児童・生徒の保護者を対象に調査を実施した。 

対象校の児童および生徒のうち、各家庭の長子に対して計 17,179 の調査票を配布し、保護者に

回答を求めた。父親と母親が個別に回答する等の事例を想定し、各家庭から複数の回答を受け付

けた。 

2. 回答実績 

調査案内および調査票の配布数 17,179 に対して、1,990 件の回答が得られた。配布数に対する

回答率は、11.58%となった。無効票はなく、有効回答数は 1,990 件であった。 

結果 

1. 回答者プロフィール 

子どもからみた関係は、回答者の 88.66%が母親、10.73%が父親であった。年齢は 40 代がもっ

とも多く、54.06%を占めた。次いで 30 代が 37.68%を占めた。また、えんぶり組のある地区に住

む回答者は 39.26%、えんぶり組のない地区に住む回答者は 50.99%であった。
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2. 主要な設問の回答 

 1) 当日の休暇取得状況 

えんぶりの日に仕事の予定があった回答者は 15.15%であり、84.85%は休みの日であった。そ

のため、「もともと休みの日/曜日だったために、当日休みを取ることができた」と回答した割合が

93.99%と大多数を占めた。 

一方で、仕事の予定があった人の中で、お休みを取れなかった理由を尋ねたところ、「勤務シフ

トや忙しさのため、仕事を休めなかった」と回答した割合が高くなった（73.33%）。 
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2)  「えんぶりの日」の過ごし方 

例年、八戸えんぶりの期間中に「必ず仕事を休む」と回答した割合は 3.44%、「休む年も休まない年

もある」と回答した割合は 18.19％であった。また、今年の「えんぶりの日」に関しては、「踊り手・

舞い手・太鼓・はやし手などの担い手として参加した」割合が 1.56％、「見学・参拝者として参加し

た」割合が 18.12%であった。 
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3） 「えんぶりの日」に対する意見 

 来年度以降、「えんぶりの日」に望む取り組みとしては、「保護者も仕事を休めるような環境をつく

ってほしい」が最も選択された（全体の 50.46%が選択）。 

  

35



4)「えんぶりの日」（キッズウィーク）の認知度 

国の施策について知っていた回答者は 17.95%、八戸市の施策について知っていた回答者は

72.6%であった。 
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5) 八戸市の「えんぶりの日」施策に対する総合的な評価 

5 段階評価のうち、もっとも多く選択された区間は「どちらでもない(3)」であり、回答者の

40.06%を占めた。 

「まったく思わない(1)」と「思わない(2)」の選択率合計は 23.02%、「そう思う(4)」と「非常に

そう思う(5)」の選択率合計は 36.92%であり、全体としては肯定的な評価が若干多くみられた。評

価点の平均は 3.20 となり、中央値の 3 を上回った。 
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平成 31 年 2 月 

保護者の皆様 

経済産業省 

公益財団法人 日本交通公社 

八戸市教育委員会 

「えんぶりの日」に関するアンケート調査のお願い 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウ

ィーク関連調査事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、八戸市教育委

員会のご協力を頂いて実施するものです。 

「えんぶりの日」に対する効果や課題を検証することを目的に、保護者の皆様を対象として、「えんぶりの

日」当日の過ごし方などについてご意見をお伺いいたします。調査は無記名で実施し、頂いた回答は個人が特

定できないよう、統計的な処理を行います。結果は上記の目的に限って使用いたしますので、ご回答いただい

た皆様にご迷惑をお掛けすることはございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解のうえ、調査にご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

敬具 

記 

アンケートへのご回答について 

・ 回答に要する時間は 10 分程度です。 

・ 本調査では、インターネット上で回答をお伺いします。 

お手持ちのスマートフォンまたはパソコンから右記 URL にアクセスいただき、

表示される質問にご回答をお願いいたします。QR コードを読み取ると、URL

を自動で取得することができます。 

・ 03 月 01 日（金）までに、回答ページでのご回答をお願いいたします。 

・ なお、スマートフォンまたはパソコンを利用していない場合は回答不要です。 

調査に関するお問い合わせ先（調査受託機関） 

・ 公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 担当：那須、岩崎 

電話：03-5770-8430  E-mail：kids@jtb.or.jp 

「えんぶりの日」・キッズウィークとは 

八戸市では、国の重要無形民俗文化財に指定されている「八戸えんぶり」の開催日(初日)に合わせ、児童

生徒が家庭や地域とともに伝統行事に参加・鑑賞する環境をつくることにより、郷土に対する誇りと愛着を

はぐくむことを目的として、毎年 02 月 17 日を学校休業日にすることとしました。 

なおキッズウィークとは、国において平成 30 年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を

創出することを目的に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機

会の確保などを官民一体となって推進する取り組みです。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休業日が分散化されることによ

り、繁忙期を避けて家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ご

し方が可能になるとともに、学校の代休日等に保護者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、

働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。一方で、保護者が休暇を取得できない、兄

弟姉妹の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用上の課題も指摘されています。 

 

http://u0u1.net/PNal 
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2019 年 3 月 18 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

事業者向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

八戸市内の事業者を対象に調査を実施した。 

2. 回答実績 

調査案内および調査票の配布数 4000 に対して、36 件の回答が得られた。配布数に対する回答

率は、0.9%となった。無効票はなく、有効回答数は 36 件であった。 

結果 

1. 事業者プロフィール 

従業員が 10 人以上 29 人以下である事業者の割合が高く（38.89%）、従業員が 9 人以下の事業

者が続いた（27.78%）。経営形態については家族・親族以外の従業員を雇用している事業者が

88.89%と大多数を占めた。 

また、営業形態については、主として平日に営業と回答した事業者の割合が多く、80.56%を占

めた。 

事業者の業種としては、建設業と卸売業・小売業、製造業の割合が比較的高かった（どちらも

19.44%）。 

45
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5 

 

2. 主要な設問の回答 

 1) 八戸えんぶりとの関わり 

八戸えんぶりとの関わりを尋ねたところ、全体の 47.22%が「特に関わりはない」を選択した。

次いで、「協賛金をだしている」が選択される割合が高く、全体の 33.33%が選択した。 
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6 

 

2) 「えんぶりの日」事業に関して行政に望むこと 

「えんぶりの日」事業に関して行政に望むことを尋ねたところ、全体の 52.78%が「「えんぶりの

日」に協力する事業者を公表するなど、企業イメージの向上に資する活動を推進する」を選択した。

次いで、「従業員や従業員の家族に対して、周知広報や啓発のための活動を推進する」が選択される

割合が高く、全体の 38.89%が選択した。 
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7 

 

3)「えんぶりの日」（キッズウィーク）の認知度 

国の施策について知っていた回答者は 11.11%、八戸市の施策について知っていた回答者は

36.11%であった。 
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4) 「えんぶりの日」に対する総合的な評価 

「えんぶりの日」に賛成か否かを尋ねたところ、5 段階評価のうち、もっとも多く選択された区

間は「そう思う(4)」であり、回答者の 33.33%を占めた。 

「まったく思わない(1)」と「思わない(2)」の選択率合計は 19.44%、「そう思う(4)」と「非常に

そう思う(5)」の選択率合計は 52.77%であり、全体としては肯定的な評価が若干多くみられた。評

価点の平均は 3.42 となり、中央値の 3 を上回った。 
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平成31年2月 

事業者様 各位 

経済産業省 

公益財団法人 日本交通公社 

八戸市教育委員会 

「えんぶりの日」に関するアンケート調査のお願い 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウィーク関連調査

事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、八戸市教育委員会のご協力を頂いて実施するも

のです。「えんぶりの日」に対する効果や課題を検証することを目的に、八戸市内で事業を営まれている事業者の皆様を対象と

して、「えんぶりの日」に対するご意見などをお伺いいたします。 

調査は無記名で実施し、頂いた回答は個人または事業所が特定できないよう、統計的な処理を行います。結果は上記の目的

に限って使用いたしますので、ご回答いただいた皆様にご迷惑をお掛けすることはございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解のうえ、調査にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

アンケートへのご回答について 

・ 回答に要する時間は10分程度です。 

・ 本調査では、インターネット上で回答を収集いたします。紙の調査票（本紙）と同じ質問と

回答用フォームを設置した「回答用ページ」を用意しております。 

・ お手数をお掛けいたしますが、お手持ちのスマートフォンまたはパソコンから右記URLに

アクセスいただき、貴事業所の回答をご入力ください。QRコードを読み取ると、URLを

自動で取得することができます。 

・ 03月04日（月）までに、回答のご入力をお願いいたします。 

・ なお、スマートフォンまたはパソコンを利用していない場合は回答不要です。 

調査に関するお問い合わせ先（調査受託機関） 

・ 公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 担当：那須、岩崎 

電話：03-5770-8430  E-mail：kids@jtb.or.jp 

「えんぶりの日」・キッズウィークとは 

八戸市では、国の重要無形民俗文化財に指定されている「八戸えんぶり」の開催日（初日）に合わせ、児童生徒が家庭や

地域とともに伝統行事に参加・鑑賞する環境をつくることにより、郷土に対する誇りと愛着をはぐくむことを目的として、

毎年2月17日を「えんぶりの日」として学校休業日にすることとしました。 

なおキッズウィークとは、国において平成 30 年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出することを

目的に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確保などを官民一体となっ

て推進する取り組みです。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休業日が分散化されることにより、繁忙期を避

けて家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ごし方が可能になるとともに、学

校の代休日等に保護者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、働き方・休み方改革が推進される等の効果が

見込まれています。一方で、保護者が休暇を取得できない、兄弟姉妹の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用

上の課題も指摘されています。 

回答用ページ 

 

http://urx.space/PPRL 
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7. 「えんぶりの日」に対するご意見やご要望、疑問点などがございましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 

質問は以上となります。ご多用の折、回答にご協力をいただき誠にありがとうございました。 

右記URL・QRコードから回答用ページにアクセス頂き、回答の入力をお願いいたします。 

 

 

 

 

回答用ページ 

 

http://urx.space/PPRL 
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2019 年 3 月 18 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

児童生徒向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

八戸市内の市立小学校のうち、10 校に通学する 4 年生から 6 年生までの児童、ならびに市立中

学校のうち、6 校に通学する 1 年生から 3 年生までの生徒を対象に調査を実施した。調査対象と

して選定した学校の名称と、各校における児童生徒数、ならびにえんぶり組の有無は、下表に示

す通りである。 

2. 回答実績 

調査案内および調査票の配布数 3,538 に対して、3,362 件の回答が得られた。配布数に対する回

答率は、95.0%となった。 

本調査においては回収された調査票の中から、えんぶり組の有無を考慮して学校ごとに一定数

の調査票を抽出し、集計分析の対象とした。抽出数の合計は 253 件であり、このうち 125 件はえ

んぶり組のある学校の児童生徒からの回答、128 件はえんぶり組のない学校の児童生徒からの回

答である。各校における抽出数ならびに抽出率は、下表に示す通りである。 

 

学校名 

えんぶり 

組 

有無 

児童生徒数 
児童生徒数 

合計 

調査票 

抽出数 
抽出率 

1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 

八戸小学校 無    43 45 51 139 6 5% 

長者小学校 無    79 55 65 199 9 5% 

中居林小学校 有    56 50 63 169 25 15% 

青潮小学校 有    95 88 100 283 42 15% 

白鷗小学校 有    56 47 41 144 21 15% 

白山台小学校 無    69 89 72 230 11 5% 

城北小学校 無    82 89 75 246 12 5% 

西園小学校 無    38 39 46 123 6 5% 

多賀台小学校 無    25 32 21 78 3 5% 

南郷小学校 無    24 29 30 83 4 5% 

第二中学校 無 87 93 89    269 13 5% 

鮫中学校 無 50 63 78    191 9 5% 

下長中学校 無 168 160 189    517 25 5% 

北稜中学校 有 79 82 89    250 37 15% 

市川中学校 無 89 112 92    293 14 5% 

大館中学校 無 98 101 125    324 16 5% 
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結果 

1. 回答者プロフィール 

各学年ほぼ一定割合で回収された（13.83%～18.97%）。 

 

2. 主要な設問の回答 

 1) 八戸えんぶりの期間の過ごし方（例年） 

例年の八戸えんぶりの期間の過ごし方を尋ねたところ、「踊り手・舞い手・太鼓・はやし手」と

して参加していると回答した割合は全体では、9.52%であった。「えんぶり組のある学校」と「え

んぶり組のない学校」で比較したところ、「踊り手・舞い手・太鼓・はやし手」として参加してい

ると回答した割合は、それぞれ 16.8%と 2.36%となり、大きな差が見られた。 

 

 a) 全体 
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 b) えんぶり組のある学校の児童生徒 

 

 

 c) えんぶり組のない学校の児童生徒 
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2)  八戸えんぶりの期間の過ごし方（今年） 

今年の八戸えんぶりの期間の過ごし方を尋ねたところ、「踊り手・舞い手・太鼓・はやし手」と

して参加していると回答した割合は全体では、9.35%であった。「えんぶり組のある学校」と「え

んぶり組のない学校」で比較したところ、「踊り手・舞い手・太鼓・はやし手」として参加してい

ると回答した割合は、それぞれ 16.67%と 2.38%となり、大きな差が見られた。 

例年の過ごし方と比較したところ、ほとんど差は見られなかった。 

 

 a) 全体 

 

 

 b) えんぶり組のある学校の児童生徒 
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 c) えんぶり組のない学校の児童生徒 
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3)  「えんぶりの日（2 月 17 日）」の過ごし方（今年） 

2)で「踊り手・舞い手・太鼓・はやし手として参加した」或いは「はっちや市庁前広場などへ見

に行った」と回答した児童に対して、「えんぶりの日（2 月 17 日）」の過ごし方を尋ねたところ、

「踊り手・舞い手・太鼓・はやし手」として参加していると回答した割合は全体では、37.29%で

あった。「えんぶり組のある学校」と「えんぶり組のない学校」で比較したところ、「踊り手・舞

い手・太鼓・はやし手」として参加していると回答した割合は、それぞれ 63.33%と 10.34%とな

り、大きな差が見られた。 

 

 a) 全体 

 

 

 b) えんぶり組のある学校の児童生徒 

 

62



7 

 

 c) えんぶり組のない学校の児童生徒 
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4)  誰と八戸えんぶりに参加したか（今年） 

2)で「踊り手・舞い手・太鼓・はやし手として参加した」或いは「はっちや市庁前広場などへ見

に行った」と回答した児童に対して、今年誰と八戸えんぶりに参加したかを尋ねたところ（複数

回答）、「家族（親や兄弟姉妹、祖父母等）」の選択肢を、全体の 55.10%が選択した。「えんぶり組

のある学校」と「えんぶり組のない学校」で比較したところ、「えんぶり組のある学校」では「家

族（親や兄弟姉妹、祖父母等）」を選択した割合が低くなり、「（家族・友達以外の）地域の人」を

選択した割合が高くなる傾向にあった。 

 

 a) 全体 
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 b) えんぶり組のある学校の児童生徒 

 

 

 c) えんぶり組のない学校の児童生徒 
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5)  「えんぶりの日（2 月 17 日）」をどのように過ごしたいか（来年） 

来年、「えんぶりの日（2 月 17 日）」をどのように過ごしたいかを尋ねたところ（複数回答）、

「えんぶりを見に行きたい」と「えんぶりには行かず、八戸市内で遊びたい」の選択肢を選んだ

割合が高く、それぞれ全体の 41.94%、39.92%が選択した。「えんぶり組のある学校」と「えんぶ

り組のない学校」で比較したところ、「えんぶり組のある学校」では「えんぶりを見に行きたい」

「特に、友達・知り合いが舞うなど、えんぶりに参加している様子を見に行きたい」「自分が舞う

など、えんぶりに参加したい」を選択した割合が高くなり、「えんぶりには行かず、八戸市内で遊

びたい」「えんぶりには行かず、八戸市外へ出かけたい」を選択した割合が高くなる傾向にあっ

た。 

 

 a) 全体 
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 b) えんぶり組のある学校の児童生徒 

 

 

 c) えんぶり組のない学校の児童生徒 
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八戸市内小学校４～６年生・中学校１～３年生のみなさんへ 

「八戸えんぶり」についてのアンケート調査 

「八戸えんぶり」について、教えてください。 

名前を書く必要はありません。書き終わったら、担任の先生へ提出してください。 

 

１．あなたの学年を教えてください（○をつけてください）。 

（小学校） ４年   ５年   ６年   （中学校） １年   ２年   ３年 

２．いつもは、八戸えんぶりの期間（毎年 2月 17日から 20日まで）をどのように過ごしていますか。 

一番あてはまるもの一つだけに○をつけてください。 

1. 踊り手・舞い手・太鼓・はやし手として参加している 

2. 興味があるので、よく見にいく 

3. 興味がないので、あまり見にいかない 

３．今年の八戸えんぶりの期間（2月 17日（日）から 20日（水）まで）に、えんぶりに参加したり、えんぶりを見

に行ったりしましたか。一つだけに○をつけてください。 

1. 踊り手・舞い手・太鼓・はやし手として参加した 

2. はっちや市庁前広場などへ見に行った 

3. どこへも見に行かなかった 

４．【問３で、１か２を選んだ人におたずねします】今年の「えんぶりの日（2月 17日（日））」に、えんぶりに参加

したり、えんぶりを見に行ったりしましたか。一つだけに○をつけてください。 

1. 踊り手・舞い手・太鼓・はやし手として参加した 

2. はっちや市庁前広場などへ見にいった 

3. どこへも見にいかなかった 

５．【問３で、１か２を選んだ人におたずねします】今年の八戸えんぶりには、誰と参加したり見に行ったりしまし

たか。あてはまるもの全部に○をつけてください。 

1. 家族（親や兄弟姉妹、祖父母等）と 

2. 友達と 

3. （家族・友達以外の）地域の人と 

4. その他 

６．今年から八戸えんぶり期間の初日が「えんぶりの日」として、学校がお休みになりました。今年は日曜日でした

が、来年の 2月 17日は月曜日ですが学校はお休みになります。これによって３連休になりますが、あなたはど

のように過ごしたいですが。あてはまるもの全部に○をつけてください。 

1. えんぶりを見にいきたい 

2. 特に、友達・知り合いが舞うなど、えんぶりに参加している様子を見にいきたい 

3. 自分が舞うなど、えんぶりに参加したい 

4. えんぶりにはいかず、八戸市内で遊びたい 

5. えんぶりには行かず、八戸市外へ出かけたい 

      ありがとうございました。 
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87.9% 29

9.1% 3

3.0% 1

Q1 お住まいはどちらですか？
Answered: 33 Sk pped: 0

合計 33

八戸市内

八戸市以外の青森県内

青森県外

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

87.9%

9.1%

3.0%

回 の選 肢回答の選択肢 数回答数

八戸市内

八戸市以外の青森県内

青森県外

1 / 8

キッズ18 八戸市 えんぶりinはっち 現地アンケート
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0.0% 0

27.3% 9

48.5% 16

9.1% 3

6.1% 2

0.0% 0

9.1% 3

Q2 学年を教えてください。
Answered: 33 Sk pped: 0

合計 33

乳児

保育園・認定こども園

小学校低学年

小学校高学年

中学校

高校

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22227.3%

48.5%

9.1%

6.1%

9.1%

回 の選 肢回答の選択肢 回答数

乳児

幼稚園・保育園・認定こども園

小学校低学年

小学校高学年

中学校

高校

その他

2 / 8

キッズ18 八戸市 えんぶりinはっち 現地アンケート
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9.4% 3

0.0% 0

31.3% 10

59.4% 19

Q3 今日の えんぶり問題」のことは、どうやって知りましたか？
Answered: 32 Sk pped: 1

合計 32

ラシやポスタ を見た

のウェブペ ジを見た

人から聞いた

来るまで知らなかった

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9.4%

%31.3%

59.4%

回 の選 肢回答の選択肢 答回答数

チラシやポスターを見た

はっちのウェブページを見た

人から聞いた

はっちに来るまで知らなかった

3 / 8

キッズ18 八戸市 えんぶりinはっち 現地アンケート
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64.5% 20

12.9% 4

12.9% 4

35.5% 11

3.2% 1

3.2% 1

Q4 今日は、だれと一緒に来ましたか？ 当てはまるものをいくつで
も選んでください。

Answered: 31 Sk pped: 2

回答数: 31

お父さん・お母さん

兄弟姉妹

ん・おばあさん・親戚

友だち

内に住んでいる大人

同じ地区や町内に
住んでいる先輩

や後輩

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

64.5%

9912.9%

912.9%

5535.5%

%3.2%

3.2%

回 の選 肢回答の選択肢 回答数

お父さん・お母さん

兄弟姉妹

おじいさん・おばあさん・親戚

友だち

同じ地区や町内に住んでいる大人

同じ地区や町内に住んでいる先輩や後輩

4 / 8

キッズ18 八戸市 えんぶりinはっち 現地アンケート
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Q5 えんぶりクイズに挑戦して、 八戸えんぶり」のことがよく分か
りましたか？
Answered: 32 Sk pped: 1

3.1%
1

3.1%
1

3.1%
1

15.6%
5

75.0%
24

32 4.56

よく分からなかった 分からなかった どちらでもない 分かった

とてもよく分かった

S

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5.075.0%5.075.0%1 .15.6%1 .15.6%1%3 1%3 1%1%3 %3 1%3 1%3 1%. %3.1%. %3.1%

く らな たよく分からなかった かっ分からなかった でどちらでもない か分かった もよ かとてもよく分かった 合計 重 均加重平均

S

5 / 8

キッズ18 八戸市 えんぶりinはっち 現地アンケート
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Q6 えんぶり in はっち」は楽しかったですか？
Answered: 32 Sk pped: 1

0.0%
0

3.1%
1

12.5%
4

6.3%
2

78.1%
25

32 4.59

全然楽しくなかった 楽しくなかった どちらでもない

楽しかった とても楽しかった

S

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8. %78.1%8. %78.1%6.3%6.3%6.3%6.3%2.512.5%2.512.5%. %3.1%. %3.1%

然 し っ全然楽しくなかった かっ楽しくなかった でどちらでもない し楽しかった も楽 かっとても楽しかった 合計 重 均加重平均

S

6 / 8

キッズ18 八戸市 えんぶりinはっち 現地アンケート
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Q7 来年の02月17日は月曜日ですが、 えんぶりの日」として学校は
お休みになります。週末と合わせて3連休になりますが、この期間に
はっちでえんぶりに関するイベントをやったとしたら、来たいです

か？
Answered: 31 Sk pped: 2

0.0%
0

3.2%
1

9.7%
3

16.1%
5

71.0%
22

31 4.55

来たくない あまり来たくない どちらでもない 来たい

とても来たい

S

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 0%71.0%1 0%71.0%16. %16.1%16. %16.1%9 79.7%9 79.7%. %3.2%. %3.2%

来 くな来たくない り来 くなあまり来たくない どち もなどちらでもない 来来たい も来 いとても来たい 合計 加重平均

S

7 / 8

キッズ18 八戸市 えんぶりinはっち 現地アンケート
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Q8 保護者様、または引率の方にお伺いします。八戸ポータルミュー
ジアムでの催し、ならびに八戸市における えんぶりの日」につい
て、ご意見などがございましたらご自由にご記入ください。

Answered: 6 Sk pped: 27

# 回 数回答数 付日付

1 学校の行事で来た。 2019/02/18 10:25

2 南部町から来た。母親が八戸出身。とてもいい取り組みだと思う。 2019/02/17 15:19

3 来年もまた来たい。 2019/02/17 15:02

4 一人で 2019/02/17 11:55

5 仕事が休めたら、こうしたイベントにまた来たい。 2019/02/17 10:38

6 初めてのイベントで楽しかった。 2019/02/17 10:35

8 / 8

キッズ18 八戸市 えんぶりinはっち 現地アンケート
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んえんぶりin 来 ン トはっち 来場者アンケート

本日は「えんぶり nはっち」にご来場いただき ありがとうございました。よろしければ 来場者アンケートにお答えくださ
い。

調査は無記名で実施し 頂いた回答は個人が特定できないよう 統計的な処理を行います。

回答に要する時間は 5分程度です。

1. お住まいはどちらですか？

八戸市内

八戸市以外の青森県内

青森県外

2. 学年を教えてください。

乳児

幼稚園・保育園・認定こども園

小学校低学年

小学校高学年

中学校

高校

その他

3. 今日の えんぶり問題 のことは、どうやって知りましたか？

チラシやポスターを見た

はっちのウェブページを見た

人から聞いた

はっちに来るまで知らなかった

4. 今日は、だれと 緒に来ましたか？ 当てはまるものをいくつでも選んでください。

お父さん・お母さん

兄弟姉妹

おじいさん・おばあさん・親戚

友だち

同じ地区や町内に住んでいる大人

同じ地区や町内に住んでいる先輩や後輩

らよく分から

な っなかった

どちら

も いでもない

て よとてもよく

分かった

5. えんぶりクイズに挑戦して、 八戸えんぶり のことがよく分かりましたか？

ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ
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楽全然楽しく

な っなかった

どちら

も いでもない

と もとても

か た楽しかった

6. えんぶり in はっち は楽しかったですか？

ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ

た来たく

ない

どちら

も いでもない

と もとても

来来たい

7.来年の02月17日は月曜日ですが、 えんぶりの日 として学校はお休みになります。週末と合わせて
3連休になりますが、この期間にはっちでえんぶりに関するイベントをやったとしたら、来たいです
か？

ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ ŠÛ

8.保護者様、または引率の方にお伺いします。八戸ポータルミュージアムでの催し、ならびに八戸市に
おける えんぶりの日 について、ご意見などがございましたらご自由にご記入ください。

アンケートは以上です。

ご多お時間をいただき誠にありがとうございました。

ページ下部の「完了」ボタンを押してください。
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2019 年 3 月 18 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査

地方紙購読者向け調査結果（要旨）

調査概要 

1. 対象

地方紙（デーリー東北、東奥日報）の購読者を対象に調査を実施した。

2. 回答実績

39 件の回答が得られた。無効票はなく、有効回答数は 39 件であった。

結果 

1. 回答者プロフィール

八戸市内に居住している割合が高く、89.74%を占めた。

また、回答者の 65.79%が中学生以下の子供がいると回答した。
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2. 主要な設問の回答 

1)「えんぶりの日」（キッズウィーク）の認知度 

国の施策について知っていた回答者は 28.21%、八戸市の施策について知っていた回答者は

84.62%であった。 

 

 

 

89
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2)「えんぶりの日」に対する総合的な評価 

「えんぶりの日」に賛成か否かを尋ねたところ、5 段階評価のうち、もっとも多く選択された区

間は「とてもそう思う(5)」であり、回答者の 37.14%を占めた。 

「まったく思わない(1)」と「思わない(2)」の選択率合計は 28.57%、「そう思う(4)」と「非常に

そう思う(5)」の選択率合計は 51.43%であり、全体としては肯定的な評価が若干多くみられた。評

価点の平均は 3.34 となり、中央値の 3 を上回った。 
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草津町 キッズウィーク事業意見交換会（第１回） 

実施概要 

・ 日時 2018 年 6 月 14 日（木）14:00 - 15:30 

・ 会場 草津町商工会 3F 

参加者 

草津町 

・ 草津温泉観光協会 1 名 

・ 草津町商工会 2 名 

・ 草津町社会福祉協議会 2 名 

・ 草津温泉旅館協同組合 1 名 

・ 中学校 PTA 1 名 

・ 小学校 PTA 1 名 

・ 草津町教育委員会 1 名 

・ 草津町教育委員 2 名 

・ その他、保護者の方 3 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 1 打合せ次第 

・ 資料 2 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

・ 資料 3 キッズウィークに関する新聞記事（6 月 12 日日本経済新聞夕刊）  

打合せ要旨 

・ キッズウィークという言葉は聴きなれないが、観光産業が中心の草津では休日が実態に適し

ていなかったため、以前から休日をずらしたいと考えていた。 

・ 今年からキッズウィークを始めるというのではなく、今年はアンケートなどをとりつつ様々

な人の意見を聞いていく。 

・ 地区ごとの活動も多いので、次回からなるべく全ての地区委員長に参加していただく。 

・ キッズウィークがどんなものであるかを広く伝えていくための方法として、保護者が集まる

場所に出向くのがいい。 

・ 次回は協議会という形で、地区委員長や自治体を巻き込みながら意見交換を進めたい。 

以 上  
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草津町 キッズウィーク事業意見交換会（第２回） 

実施概要 

・ 日時 2018 年 07 月 02 日（月）14:00 - 16:00 

・ 会場 草津町商工会 2F 会議室 

参加者 

草津町 

・ 草津温泉観光協会 1 名 

・ 草津町商工会 3 名 

・ 草津町社会福祉協議会 2 名 

・ 草津温泉旅館協同組合 1 名 

・ 中学校 PTA 1 名 

・ 小学校 PTA 1 名 

・ 草津町教育委員会 1 名 

・ 草津町教育委員 2 名 

・ その他、保護者の方 1 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 23 草津町におけるキッズウィークへの取り組みについての意見交換会（第 2 回） 

打合せ要旨（主な発言） 

・ 実施ありき、事業ありきでなく、情勢をみつつ検討いただきたい。是非を含めて、幅広く意

見を集約する手段としてアンケート等の調査を実施するのであれば良いのでは。 

・ 数年～数十年後の子どもたちに資する取り組みのきっかけとして、アンケートは是非実施し

てほしい。 

・ 大人だけでなく、子どもを対象にしたアンケートを実施したい。家庭教育の資料となるので

はないか。 

・ キッズウィーク事業は成果として結実するまでに時間がかかるかもしれないが、教育や養育

環境の充実は、人材確保の面から見ても必須の条件となっている。長い目で見れば必ずプラ

スになる。 

・ 事業全体の趣旨として、子どもの休みを増やす事業ではなく、親を巻き込んで働き方・休み

方改革と一体的に推進すべき事業である。そのことを周知することが可能な形で、アンケー

ト調査を実施してはどうか。 

・ 調査結果を踏まえて、キッズウィーク導入を推進する協議会の発足を検討する。 
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・ キッズ「ウィーク」という名前は「一週間休みを取らなければいけないのか？」といった印

象を与える恐れがあることから、別途、草津町内における名前を検討する。「（仮称）草津子

どもの日」など。 

以 上  

 

 

草津町 キッズウィーク事業意見交換会（第３回） 

実施概要 

・ 日時 2018 年 07 月 25 日（水）13:00 - 16:30 

・ 会場 旬彩茶屋夢花 

参加者 

草津町 

・ 草津温泉観光協会 1 名 

・ 草津町教育委員 2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 01 草津町第 3 回意見交換会次第 

・ 資料 02 キッズウィークに関するアンケート調査の対象者イメージと調査手法の整理

（案） 

・ 資料 03 キッズウィークに関するアンケート調査票（案）保護者向け～草津版～ 

・ 資料 04 キッズウィークに関するアンケート調査票（案）事業者向け～草津版～ 

・ 資料 05 キッズウィークに関するアンケート調査票（案）子供向け～草津版～ 

・ 資料 06 【参考：他地域の例】保護者へ配布するプリント（案） 

・ 資料 07 【参考：他地域の例】学校へ配布する説明書（案） 

打ち合わせ要旨 

・ キッズウィークではなく、「草津子供の日」などの分かりやすい名前をつける 

・ アンケートに関しては、全体的に簡単なものにする。 

・ より具体的なイメージがわくように、具体的な日程の候補などを入れ込んだ方がよいのでは

ないかとの意見が出た。 

・ アンケートは 9 月までに固めて、10 月に実施する方向で進みたい。 

以 上  
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草津町 キッズウィーク教育長説明会 

実施概要 

・ 日時 2018 年 10 月 22 日（月）15:00 - 16:00 

・ 会場 草津町教育委員会 

参加者 

草津町 

・ 草津町教育委員会 2 名 

・ 草津温泉観光協会 1 名 

・ 草津町教育委員 2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 01 草津町第 3 回意見交換会次第 

・ 資料 02 第 1 回意見交換会の様子_第 2 回配布資料 

・ 資料 03 経済産業省キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

・ 資料 04 キッズウィークに関するアンケート調査票 3 種～草津版～ 

・ 資料 06 【参考：他地域の例】白川村  

・ 資料 07 【参考：他地域の例】武雄市 

打合せ要旨 

 親子の時間を作るといった目的が一義的にあるのなら、教育委員会が窓口となってアンケー

トを行うのは構わない。 

 キッズウィークの認知度は低いので、分かりやすい内容にして頂きたい。 

 できれば 10 月中に調査票を確定させ、11 月中旬にアンケートの配布を開始したい。 

以 上  
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草津町教育委員へのキッズウィークアンケート結果報告 

実施概要 

・ 日時 2019 年 2 月 6 日（水）13:30 - 16:30 

・ 会場 ナウリゾート ラウンジ 

参加者 

草津町 

・ 草津町教育委員 3 名 

・ 草津温泉観光協会 1 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 01 草津町アンケート結果要旨（保護者・事業者・子供） 

・ 資料 02 草津町アンケート調査票（保護者・事業者・子供） 

・ 資料 03 草津町アンケート結果サマリーデータ（保護者・事業者・子供） 

・ 資料 04 キッズ・シンポ企画案 

打合せ要旨 

・ 今回のアンケート調査によって、これまで観光業への従事者（保護者）が感覚的に導入したい

と感じていた「草津版キッズウィーク」へのニーズや期待がデータをもって明らかになったの

は良かった。 

・ 今後は、教育委員会に任せるのではなく、商工会や旅館組合、DMO なども巻き込んで検討し

てはどうか。まずは教育委員であり方を考えたい。 

以 上  

 

 

草津町 キッズウィークアンケート結果報告会 

実施概要 

教育委員への報告会 

・ 日時 2019 年 02 月 22 日（金）13:00 - 13:30 

・ 会場 草津町役場４階 第１委員会室 
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商工会議所・旅館組合への報告会 

・ 日時 2019 年 02 月 22 日（金）13:40 - 14:10 

・ 会場 草津町商工会議所 

参加者 

教育委員への報告会 

草津町 

・ 草津町教育委員会 2 名 

・ 草津町教育委員 4 名 

・ 草津中学校 1 名 

・ 草津小学校 1 名 

商工会・旅館協同組合への報告会 

草津町 

・ 草津町商工会 1 名 

・ 草津温泉旅館協同組合 1 名 

・ 草津町社会福祉協議会 2 名 

・ 草津温泉観光協会 1 名 

 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 01 草津町アンケート結果要旨（保護者・事業者・子供） 

・ 資料 02 草津町アンケート調査票（保護者・事業者・子供） 

・ 資料 03 草津町アンケート結果サマリーデータ（保護者・事業者・子供） 

・ 資料 04 キッズ・シンポ企画案 

打合せ要旨 

・ いきなり休日を作るのではなく、総合学習という形で保護者が子供と過ごす時間を作るとい

ったトライアルの形を検討してもよいかもしれない 

・ 今回のアンケートで、草津町における保護者の意見を集約することができたので、このアン

ケート結果に基づいて草津町にとって最適な方法は何かということをこれから検討していく。 

 

以 上  
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2019 年 2 月 6 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

保護者向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

草津町内のこども園、小学校および中学校に通う児童・生徒の保護者を対象に調査を実施し

た。 

2. 回答実績 

調査案内および調査票の配布数 474 に対して、132 件の回答が得られた。配布数に対する回答

率は、27.8%となった。132 件のうち、web 調査による回答は 28 件、紙調査による回答は 104 件

であった。 
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結果 

1. 回答者プロフィール 

子どもからみた関係は、回答者の約 88%が母親、約 11%が父親であった。年齢は 40 代がもっ

とも多く、約 60%を占め、次いで 30 代が約 25%を占めた。お子さんの人数に関しては 2 人が最

も多く、約 42％であった。また、保護者の大半は共働きであり、約 80%を占めた。 
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2. 主要な設問の回答 

 1) お子さんと、どのように休日を過ごしているか。 

約 52%が「学校がお休みの日は、いつも子どもと一緒に過ごしている」、約 48％が「学校がお

休みの日でも、あまり子どもと一緒に過ごしていない」と回答し、ほぼ半分に分かれた。 

子どもと一緒に過していない理由を自由回答で尋ねたところ、「仕事」を理由としてあげている

回答が目立った。 

 

2) お子さんの休日について、どのように感じるか。 

子供の休日に関しては約 89％が「学校がお休みの日は、子どもと一緒に過ごしたい」と回答して

おり、希望と実態の乖離が明らかとなった。 

 

  

107



5 

 

3) 学校行事に参加しているか。 

 学校行事への参加については、約 84%が「学校行事には、いつも参加している」と回答し、学校行

事への意識の高さが明らかとなった。 

 

4) キッズウィークの認知度 

国の施策について知っていた回答者は全体の約 29%であり、施策の認知度の低さが目立った。 
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5) どのような休日が良いか。 

キッズウィークのような休日を実施する場合、どのような休日が良いか、日数・曜日・時期につ

いてたずねたところ（複数回答可）、それぞれ 3 日間（約 44%）・水曜日（約 65%）・6 月（約

42%）を選択した回答者の割合が最も高くなった。 
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7) キッズウィークのような休日に対して、どう感じるか。 

キッズウィークに対する活用意向を尋ねたところ、家庭内或いは草津町外で積極的に活用した

いと回答した割合が高く、それぞれ約 75%・85%であった。一方で、草津町内で積極的に活用し

たいと回答した割合はほぼ半分であった。 

また、課題に関しては、「子どもの休みに合わせて仕事を休むことは難しい」と回答した割合が

54%となり、保護者の仕事の調整が最も大きな課題であることがわかった。一方で、「子どものた

めという理由で仕事を休みたくない」や「子どもと一緒に出かける場所や、やりたいことがな

い」と選択した理由は、それぞれ約 15%・2%と低くなった。 
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3. 自由記述回答の傾向 

本調査の最終設問では、「キッズウィークといった、今までの学校のお休みを変更することで、

新たな休日を作ることについて」、自由記述にて意見を求めた。その中で、共通の傾向が見られた

回答内容について、以下でとりあげる。 

草津町の特性に合わせた休日 

ずいぶん前から、このような制度を希望してました。観光地における、土日祝日は、正に稼ぎどき。その日こ

そ、むしろ、子どもを預けて、仕事に集中したい時。 現状は、休みの日は、子どもは放ったらかし。かわいそ

うだと思いつつ、どうしようもなかった。観光地は観光地に合った、子どもへの取り組みが必要だと感じていた

ので、キッズウイーク大賛成。 

とても良いことで賛成です。 観光地であるため、どうしても子ども休みにはなかなか合わせることができない

ので、オフ期や GWあけなどの平日に休みがあると出かけやすく、休みも取りやすいです。 夏休みをキッズウ

ィークに振り替えてほしいです。 

 

職場での理解 

子供の休みに合わせて、お勤めしている家族が休みを合わせるのは現実は難しいです。勤務先の理解が必要だと

思います。 

新たな休日は良いと思うが、これから働きたい意志があるので、働く場所、草津なら観光業（ホテル、旅館な

ど）の理解が必要だと思う。 草津町でいろいろ計画してくれると平日でも休みがあるのは良いと思う。 
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https://bit.ly/2JZVsGu 

 

 

 

ベルツこども園・草津小学校・草津中学校の 

保護者の皆様 

経済産業省        

公益財団法人日本交通公社 

（協力：草津町教育委員会） 

 

 

「休日の新しい過ごし方について」のアンケート調査のお願い 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

本アンケート調査は、「観光地・草津町」に合った休日とはどのようなものか（年間授業時間数を確保した上で、

祝日を除く）、草津町の保護者の方が休みやすい時期はいつか、などについて検討するために、保護者の皆様に「休

日の新しい過ごし方」についてお伺いするものです。 

 大変お忙しいところ恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 

敬 具  

  

記 

１．アンケートへの回答方法について 

回答に要する時間は、５分程度です。 

① インターネットでの回答 

インターネット上に回答用のフォームを設置しており、こちらからでも回答が可能です。

右側のURLまたはQRコードからアクセスいただけます。質問は本紙と同様です。 

インターネットからご回答いただいた場合、紙の調査票（本紙）の提出は不要です。 

 

② プリントでの回答 

同じ学校に兄弟姉妹の方がいる場合、それぞれのクラスで同じプリントが配布されます。

回答は各家庭につき１回で結構です。ご記入いただいた調査票は、返信用封筒でご返送ください。 

恐れ入りますが、12月21日（金）までに、ご回答をお願いいたします。 

 

２．お問い合わせ先（調査受託機関） 

 ご質問については、学校ではなく、こちらにお願いいたします。 

 公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部  担当：池知・岩崎 

TEL：03-5770-8430 FAX：03-5770-8359 E-mail：kids@jtb.or.jp  
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◆このアンケート調査のねらいとは… 

本アンケート調査は、経済産業省「平成２９年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キ

ッズウィーク関連調査事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、草津町教育

委員会のご協力もいただき、実施するものです。 

その内容は、現在、国が取組を推進しているキッズウィークの認知度や意識を把握し、年間で必要な授業時間数

を確保しつつ、「観光地・草津町」に合った休日とはどのようなものか、草津町の保護者の方が休みやすい時期は

いつか、などについて検討するために、保護者の皆様に「休日の新しい過ごし方」についてお伺いするものです。 

本調査は無記名で行い、ご回答いただいた内容は統計的に処理いたしますので、個人に関わる情報が公表される

ことは一切ございません。また、調査目的以外には一切使用せず、ご回答いただいた方にご迷惑をお掛けすること

もございません。 

大変お忙しいところ恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 

 

◆キッズウィークとは… 

キッズウィークとは、保護者と子どもが一緒に過ごす機会を作ることを目的に、学校休業日の分散化や有給休暇の

取得などを進めようとする国の取組です。 

年間の休業日を増やす制度ではなく、年間授業数を確保した上で実施するものであり、草津町立小学校・中学校管

理規則で定める年間の休業日数に変更はありません。夏休みや冬休みを、他の平日に１日間から３日間程度振り替え

て実施するものです。 

キッズウィークの効果としては、これまで夏休みや冬休みなどにまとまっていた長期休暇が分散化されることで、

繁忙期を避けて家族旅行をしたり、平日に地元で体験的学習を行うといった多様な過ごし方ができるようになった

り、保護者が休暇を取得することで家族で過ごす時間が増えるといった効果が見込まれています。 

一方で課題としては、保護者が休暇を取得できない、「子どもが一人で家にいることになるのではないか」といっ

た不安の声も聞こえています。 

 

以 上  
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1 

 

2019 年 2 月 6 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

事業者向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

草津町内の事業者を対象に調査を実施した。 

2. 回答実績 

調査案内および調査票の配布数 534 に対して、133 件の回答が得られた。配布数に対する回答

率は、25.0%となった。133 件のうち、web 調査による回答は 15 件、紙調査による回答は 118 件

であった。  
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結果 

1. 事業者プロフィール 

従業員が 9 人以下である事業者が圧倒的に多く、約 78%を占めた。また、経営形態については

家族・親族以外の従業員を雇用している事業者が 54%であったのに対して、家族・親族以外の従

業員はいないと回答した従業員は 46%であった。 

また、営業形態については、不定休と回答した事業者の割合が多く、約 45%を占めた。続い

て、主に平日に営業している事業者が約 24%、年中無休と回答した事業者が約 18%であった。 

事業者の業種としては、宿泊業・飲食サービス業が圧倒的に多く、約 63%を占めた。 
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2. 主要な設問の回答 

 1) 従業員が休暇を取りにくい時期、とりやすい時期。 

例年、従業員が休暇を取りにくい時期はいつかと尋ねたところ（複数回答）、8 月と回答した割

合が高く約 86%であった。一方で、休暇を取りやすい時期については、6 月を選択した割合が高

く（約 62%）、続いて 12 月（約 46%）、4 月（約 41%）であった。 
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2) 子育て中の従業員の休日の取り方についての配慮。 

従業員同士が融通し合って、学校等の行事日や休日には、子育て中の従業員が休めるように、積

極的に配慮していると回答した割合が高く、約 50%であった。また、その他を選択している回答者

は、「該当者がいない」或いは「家族経営のため臨機応変に対応している」ことを理由としてあげ

ており、子育て中の従業員の休日の取り方に関しては大半の事業者が配慮（或いはその意思）して

いることが明らかとなった。 
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3) キッズウィークの認知度 

国の施策について知っていた回答者は全体の約 33%であり、施策の認知度の低さが目立った。 
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4) どのような休日が良いか。 

キッズウィークのような休日を実施する場合、どのような休日が良いか、曜日・時期についてた

ずねたところ（複数回答可）、それぞれ火曜日（約 40%）・6 月（約 56%）を選択した回答者の割合

が最も高くなった。 
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5) キッズウィークのような休日に対して、どう感じるか。 

「キッズウィークは、従業員の働き方改革 ／休み方改革を後押しすると思う」「キッズウィーク

は、社会貢献や企業イメージのアップ、人材確保などの点から、自社に良い影響を与えると思う」

「草津町の地域性に合った子どもの休日があったら良いと思う」と答えた割合が、それぞれ約

79%・72%・87%と高く、全体として好意的な意見を持たれていることが明らかになった。 

また、「キッズウィークに合わせて、子どもをもつ従業員が休みを取得できるように工夫した

い」と回答した割合が約 90%と非常に高く、実施した場合に事業者からの積極的な協力が期待され

る。  

一方で、「子育てをしていない従業員の業務が増えたり、シフトを組む際に配慮が必要になった

りするなど、不公平感が生じるのではないかと思う」と回答した割合も過半数を超え、一定の課題

も示唆された。 
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事業者 各位 

経済産業省        

公益財団法人日本交通公社 

（協力：草津町教育委員会） 

 

 

「従業員の休日の新しい過ごし方」についてのアンケート調査のお願い 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

本アンケート調査は、経済産業省「平成29年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キ

ッズウィーク関連調査事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、草津町教育

委員会のご協力もいただき、実施するものです。 

内容としましては、現在、国が取組を推進しているキッズウィークの認知度や意識を把握し、観光地としての草

津町の地域特性に合った休日のあり方を検討するために、草津町内で事業を営む事業所の皆様に「従業員の休日の

新しい過ごし方」についてお伺いするものです。 

本調査は無記名で行い、ご回答いただいた内容は統計的に処理いたしますので、御社に関わる情報が公表される

ことは一切ございません。また、調査目的以外には一切使用せず、ご回答いただいた方にご迷惑をお掛けすること

もございません。 

大変お忙しいところ恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 

敬 具  

 

記 

１．アンケートへの回答方法について 

回答に要する時間は、５分程度です。 

① インターネットでの回答 

インターネット上に回答用のフォームを設置しており、こちらからでも回答が可能です。

右側のURLまたはQRコードからアクセスいただけます。質問は本紙と同様です。 

インターネットからご回答いただいた場合、紙の調査票（本紙）の提出は不要です。 

重複回答を避けるため、一度回答いただいた機器（パソコン、スマートフォン等）から

再度回答はできません。 

 

② 本紙アンケート用紙での回答  

お手数ですがご記入の上、同封した封筒に入れてご返送ください。 

恐れ入りますが、2019年1月 11日（金）までに、ご回答をお願いいたします。 

 

２．お問い合わせ先（調査受託機関） 

 公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部  担当：池知・岩崎 

TEL：03-5770-8430 FAX：03-5770-8359 E-mail：kids@jtb.or.jp  

 

 

 

https://bit.ly/2QDTJJz 
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  ◆キッズウィークとは… 

キッズウィークとは、国において平成３０年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出するこ

とを目的に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確保などを官

民一体となって推進する取組です。 

 年間の休業日を増やす制度ではなく、年間授業数を確保した上で実施するものであり、草津町立小学校・中学校

管理規則で定める年間の休業日数に変更はありません。夏休みや冬休みを、他の平日に１日間から３日間程度振り

替えて実施するものです。 

キッズウィークの効果としては、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることによって、

繁忙期を避けて家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ごし方が可能

になるとともに、保護者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、働き方・休み方改革が推進される

等の効果が見込まれています。 

一方で、運用上の課題としては、「子どもが一人で家にいることになるのではないか」といった不安の声や、保

護者が休暇を取得できない、兄弟姉妹の休日が異なるために家族全員で過ごせない等が指摘されています。 

 

以 上  
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2019 年 2 月 6 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

子ども向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

草津町内の小学校および中学校に通う児童・生徒を対象に調査を実施した。 

2. 回答実績 

調査票の配布数 264 に対して、248 件の回答が得られた。配布数に対する回答率は、94.0%とな

った。 
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結果 

1. 回答者プロフィール 

「おうちの人は、どこで働いていますか」と尋ねたところ（複数回答可）、「旅館・ホテル」と

回答する割合が最も高く（約 27%）、続いて「会社員」（約 26%）であった。 

 

  

旅館・ホ

テル

飲食店・

レストラ

ン

商店 会社 公務員 その他

草津町 (n=248) 27.0% 14.5% 13.3% 25.8% 12.5% 21.4%
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2. 主要な設問の回答 

 1) 学校がお休みの日はおうちの人と一緒に過ごしていますか。 

 約 32%が「いつも一緒に過ごしている」、約 57%が「時々、一緒に過ごしている」と回答しており、

一定割合の子どもが休日は保護者と過ごしている一方で、約 11%が「ほとんど一緒に過ごしていな

い」と回答した。 

 

2) 今の夏休みについてどう思いますか。 

 約 50%が「短い」、約 46%が「ちょうどいい」と回答し、「長い」と回答した割合はわずか約 4%で

あった。 

 

3) 今の冬休みについてどう思いますか。 

 約 66%が「短い」、約 31%が「ちょうどいい」と回答し、「長い」と回答した割合はわずか約 2%で

あった。夏休みと比較すると、「短い」と回答した割合が高くなった。 

 

  

32.3% 56.9% 10.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

草津町 (n=248)

いつも一緒に過ごしている 時々、一緒に過ごしている
ほとんど一緒に過ごしていない 不明・無回答

3.6% 46.0% 50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

草津町 (n=248)

長い ちょうどいい 短い 不明・無回答

2.4% 31.0% 66.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

草津町 (n=248)

長い ちょうどいい 短い 不明・無回答
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4) 学校がお休みの日は、どのようにして過ごしたいですか（複数回答可）。 

 「友達と遊びたい」と回答した割合が最も高く、約 74%であった。続いて、「おうちの人と一緒に

草津町の外へ出かけたい」と回答した割合が高く、約 66%であった。 

 

おうち

の人と

一緒に

家で過

ごした

い

おうち

の人と

一緒に

草津町

の中へ

出かけ

たい

おうち

の人と

一緒に

草津町

の外へ

出かけ

たい

部活動

や少年

団、塾

などで

友達と

過ごし

たい

友達と

遊びた

い

一人で

過ごし

たい

その他

(具体

的に)

草津町 (n=248) 37.9% 12.9% 66.1% 24.6% 74.2% 38.7% 8.1%
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草津小学校４～６年生・草津中学校１～３年生のみなさんへ 

「学校がお休みの日のすごし方」についてのアンケート調査 

学校がお休みの日の、みなさんのすごし方を教えてください。 

名前を書く必要はありません。書き終わったら、担任の先生へ提出してください。 

 

１．あなたの学年を教えてください（○をつけてください）。 

（小学校） ４年   ５年   ６年   （中学校） １年   ２年   ３年 

 

２．おうちの人は、どこで働いていますか（番号に○をつけてください）。 

1. 旅館・ホテル 

2. 飲食店・レストラン 

3. 商店 

4. 会社 

5. 公務員 

6. その他（                    ）                                                        

３．学校がお休みの日は、おうちの人といっしょにすごしていますか（番号に○をつけてください）。 

1. いつもいっしょに過ごしている 

2. ときどきいっしょに過ごしている 

3. ほとんどいっしょに過ごしていない 

４．学校がお休みの日は、どのようにすごしていますか。いろいろ書いてください。 

 

 

５．今の夏休みと冬休みについて、どのように思いますか（夏・冬それぞれの番号に○をつけてください）。 

 夏休み                    冬休み 

1. 長い 

2. ちょうどいい 

3. 短い 

1. 長い 

2. ちょうどいい 

3. 短い 

６．学校がお休みの日は、どのようにしてすごしたいですか（あてはまるもの、すべてに○をつけてください）。 

1. おうちの人といっしょに、家で過ごしたい 

2. おうちの人といっしょに、草津町の中へ出かけたい 

3. おうちの人といっしょに、草津町の外へ出かけたい 

4. 部活動や少年団や塾
じゅく

などで、友達と過ごしたい 

5. 友達と遊びたい 

6. ひとりで過ごしたい 

7. その他（                     ）                                                              

      うらへつづきます。  
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７．今までおうちの人とすごした休日の中で、どんなときが一番楽しかったですか。いろいろ書いてください。 

 

      ありがとうございました。  
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富岡市 キッズウィーク現地説明会（第１回） 

実施概要 

・ 日時 2018 年 8 月 17 日（金）10:30 - 12:00 

・ 会場 富岡市役所 

参加者 

富岡市 10 名 

経済産業省 2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 01 次第 

・ 資料 02 図表 調査対象者イメージと調査手法の整理 

・ 資料 03 キッズウィークに関する新聞記事（6 月 12 日日本経済新聞夕刊） 

・ 資料 04 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

打ち合わせ要旨 

・ 富岡市としては、アンケートだけでも実施したい。 

・ 来年度予算を組む場合も想定して、10 月実施を目指す。 

・ 対象は保護者と企業（経営者）。従業員からアンケートを取るか否かは未定。 

・ できるだけ先生に負担がかからない形で実施したい。 

以 上  
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富岡市 キッズウィークアンケート結果報告 

実施概要 

・ 日時 2019 年 2 月 12 日（火）15:15 - 17:00 

・ 会場 富岡市役所 

参加者 

富岡市 2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 01 次第 

・ 資料 02     キッズウィークに関するアンケート調査 保護者向け調査結果（要旨） 

・ 資料 03 キッズウィークに関するアンケート調査 保護者向けサマリーデータ 

・ 資料 04 キッズウィークに関するアンケート調査 保護者向けアンケートページ 

・ 資料 05     キッズウィークに関するアンケート調査 子供向け調査結果 

・ 資料 06 キッズウィークに関するアンケート調査 子供向け調査票 

・ 資料 07 「（仮称）キッズウィーク推進シンポジウム」開催概要 

打ち合わせ要旨 

・ 富岡市では中小企業が多いので、保護者が仕事を休めないのではないかという点は課題であ

る。 

・ アンケート結果はキッズウィーク推進を強く推し進めるものではないが、これによって保護

者にキッズウィークの存在が埋め込まれたと思う。 

・ 周りの自治体で導入が進めば、富岡市での導入も進む可能性がある。 

・ アンケート結果の活用については、富岡市において検討する。 

 

以 上  
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2019 年 2 月 12 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

保護者向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

富岡市内の市立小学校および中学校、計 16 校に通う児童・生徒の保護者を対象に調査を実施し

た。 

2. 回答実績 

調査案内および調査票の配布数 4,187 に対して、454 件の回答が得られた。配布数に対する回

答率は、10.8%となった。 
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結果 

1. 回答者プロフィール 

子どもからみた関係は、回答者の約 87%が母親、約 11%が父親であった。年齢は 40 代がもっ

とも多く、約 56%を占め、次いで 30 代が約 34%を占めた。お子さんの人数に関しては 2 人が最

も多く、約 54％であった。また、保護者の大半は共働きであり、約 73%を占めた。 
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2. 主要な設問の回答 

 1) お子さんと、どのように休日を過ごしているか。 

約 74%が「学校がお休みの日は、いつも子どもと一緒に過ごしている」と回答しており、比較

的多くの回答者が休日に子どもと過ごしていることが明らかになった。 

 

2) お子さんの休日について、どのように感じるか。 

子供の休日に関しては約 89％が「学校がお休みの日は、子どもと一緒に過ごしたい」と回答して

おり、大半の回答者が休日に子どもと過ごしたいと感じていることが明らかになった。 
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3) 学校行事に参加しているか。 

 学校行事への参加については、約 84%が「学校行事には、いつも参加している」と回答し、学校行

事への意識の高さが明らかとなった。 

 

4) キッズウィークの認知度 

国の施策について知っていた回答者は全体の約 15%であり、施策の認知度の低さが目立った。 
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5) どのような休日が良いか。 

 キッズウィークのような休日を実施する場合、どのような休日が良いか、日数・曜日・時期に

ついてたずねたところ（複数回答可）、それぞれ 3 日間（約 39%）・金曜日（約 64%）・6 月（約

38%）を選択した回答者の割合が最も高くなった。 
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7) キッズウィークのような休日に対して、どう感じるか。 

キッズウィークに対する活用意向を尋ねたところ、富岡市外で積極的に活用したいと回答した

割合が高く、約 85%を占めた。一方で、富岡市内で積極的に活用したいと回答した割合はほぼ半

分であった。 

また、課題に関しては、「子どもの休みに合わせて仕事を休むことは難しい」と回答した割合が

62%となり、保護者の仕事の調整が最も大きな課題であることがわかった。一方で、「子どものた

めという理由で仕事を休みたくない」や「子どもと一緒に出かける場所や、やりたいことがな

い」と選択した理由は、それぞれ約 18%・9%と低くなった。 
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3. 自由記述回答の傾向 

本調査の最終設問では、「キッズウィークといった、今までの学校のお休みを変更することで、

新たな休日を作ることについて」、自由記述にて意見を求めた。その中で、共通の傾向が見られた

回答について、以下でとりあげる。 

親が休めない場合の受け入れ先 

新たな休日に親が仕事を休めない場合も、学童以外に集まれるような場所があるといいと思う。普段から学童に

行かない子でも宿題したり、大人が見守ってくれるような場所があるとありがたい。 

子供は休みでも大人が休みを取るのは難しい。休みがあっても上手く活用出来ず、かえって子供の預け先などに

困り親は大変になるのではないかと思う。 

保育園と連動した休みでないと困ります。土日は保育園が預かってもらえないので、平日限定の休みは子供のみ

の留守番の可能性が高いです。 

 

職場での理解 

子供が休みになっても、親が休みにならないと、子供と過ごす事が出来ないので困ってしまう。親も休みが取れ

る様に配慮して欲しいです 

実際にキッズウィークで休暇を取るのは会社側の理解も必要。有給休暇の調整も必要。学校行事や役員で休暇を

取るので有給休暇が足りるか心配。 

会社の理解が必要だし、認知度も必要だと思う。キッズウィークは取って当たり前って社会にしてほしい。 
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https://bit.ly/2JZVsGu 

 

２０１８.１２.０３ （公財）日本交通公社（調査受託機関） 

 

富岡市内小・中学校の保護者の皆様 

経済産業省        

公益財団法人日本交通公社 

（協力：富岡市地域づくり課） 

 

 

「休日の新しい過ごし方」についてのアンケート調査のお願い 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

本アンケート調査は、経済産業省「平成29年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キ

ッズウィーク関連調査事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、富岡市地域

づくり課のご協力もいただき、実施するものです。 

内容としましては、現在、国が取組を推進しているキッズウィークの認知度や意識を把握し、富岡市の地域特性

に合った休日のあり方を検討するために、保護者の皆様に「休日の新しい過ごし方」についてお伺いするものです。 

本調査は無記名で行い、ご回答いただいた内容は統計的に処理いたしますので、個人に関わる情報が公表される

ことは一切ございません。また、調査目的以外には一切使用せず、ご回答いただいた方にご迷惑をお掛けすること

もございません。 

大変お忙しいところ恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 

敬 具  

  

記 

１．アンケートへの回答方法について 

・ 回答に要する時間は、５分程度です。 

・ 本調査では、インターネット上で回答を収集します。お持ちのスマートフォンまたはパ

ソコンからURLにアクセスいただき、表示される質問にご回答ください。QRコードを読

み取ると、URLを自動で取得することができます。 

・ 恐れ入りますが、12月21日（金）までに、ご回答をお願いいたします。 

 

２．お問い合わせ先（調査受託機関） 

 ・ ご質問については、学校ではなく、こちらにお願いいたします。 

 

公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部  担当：池知・岩崎 

TEL：03-5770-8430 FAX：03-5770-8359 E-mail：kids@jtb.or.jp  
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◆キッズウィークとは… 

キッズウィークとは、国において平成 30年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出すること

を目的に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確保などを官民一

体となって推進する取組です。 

年間の休業日を増やす制度ではなく、年間授業数を確保した上で実施するものであり、学校管理規則で定める年間

の休業日数に変更はありません。例えば、夏休みや冬休みを、他の平日に1日間から3日間程度振り替えて実施する

ことが想定されます。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることにより、繁忙期

を避けて家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ごし方が可能になると

ともに、保護者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、働き方・休み方改革が推進される等の効果が

見込まれています。 

一方で、「子どもが一人で家にいることになるのではないか」といった不安の声や、保護者が休暇を取得できない、

兄弟姉妹の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用上の課題も指摘されています。 

 

以 上  
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2019 年 2 月 12 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

子ども向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

富岡市内の小学校および中学校に通う児童・生徒を対象に調査を実施した。 

2. 回答実績 

本調査においては回収された調査票の中から、各学校の学年ごとにそれぞれ配布数の 20％をラ

ンダムに抽出し、その抽出された結果を基に分析を行った。結果として、494 件の回答に対して

分析を行った。  
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1. 回答者プロフィール 

「おうちの人は、どこで働いていますか」と尋ねたところ（複数回答可）、「会社」と回答する

割合が最も高くなった（約 64%）。 

 

  

旅館・ホ

テル

飲食店・

レストラ

ン

商店 会社 公務員 その他

富岡市 (n=494) 0.2% 2.4% 4.0% 64.2% 9.7% 31.0%
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2. 主要な設問の回答 

 1) 学校がお休みの日はおうちの人と一緒に過ごしていますか。 

 約 46%が「いつも一緒に過ごしている」、約 48%が「時々、一緒に過ごしている」と回答しており、

多くの子どもが休日は保護者と過ごしている一方で、約 6%が「ほとんど一緒に過ごしていない」と回

答した。 

 

2) 今の夏休みについてどう思いますか。 

 約 55%が「ちょうどいい」、約 32%が「短い」と回答し、「長い」と回答した割合はわずか約 13%で

あった。 

 

3) 今の冬休みについてどう思いますか。 

 約 80%が「短い」、約 18%が「ちょうどいい」と回答し、「長い」と回答した割合はわずか約 2%で

あった。夏休みと比較すると、「短い」と回答した割合が高くなった。 

 

  

46.2% 47.6% 5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

富岡市 (n=494)

いつも一緒に過ごしている 時々、一緒に過ごしている
ほとんど一緒に過ごしていない 不明・無回答

13.4% 54.9% 31.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

富岡市 (n=494)

長い ちょうどいい 短い 不明・無回答

2.2%18.0% 79.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

富岡市 (n=494)

長い ちょうどいい 短い 不明・無回答
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4) 学校がお休みの日は、どのようにして過ごしたいですか（複数回答可）。 

 「友達と遊びたい」と回答した割合が最も高く、約 78%であった。続いて、「おうちの人と一緒に

富岡市外へ出かけたい」と回答した割合が高く、約 66.4%であった。 

 

おうち

の人と

一緒に

家で過

ごした

い

おうち

の人と

一緒に

富岡市

の中へ

出かけ

たい

おうち

の人と

一緒に

富岡市

の外へ

出かけ

たい

部活動

や少年

団、塾

などで

友達と

過ごし

たい

友達と

遊びた

い

一人で

過ごし

たい

その他

(具体

的に)

富岡市 (n=494) 47.6% 18.2% 66.4% 19.8% 78.1% 36.0% 8.9%
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富岡市内小学校４～６年生・中学校１～３年生のみなさんへ 

「学校がお休みの日のすごし方」についてのアンケート調査 

学校がお休みの日の、みなさんのすごし方を教えてください。 

名前を書く必要はありません。書き終わったら、担任の先生へ提出してください。 

 

１．あなたの学年を教えてください（○をつけてください）。 

（小学校） ４年   ５年   ６年   （中学校） １年   ２年   ３年 

 

２．おうちの人は、どこで働いていますか（番号に○をつけてください）。 

1. 会社 

2. 商店 

3. 飲食店・レストラン 

4. 旅館・ホテル 

5. 公務員 

6. その他（                    ）                                                        

３．学校がお休みの日は、おうちの人といっしょにすごしていますか（番号に○をつけてください）。 

1. いつもいっしょに過ごしている 

2. ときどきいっしょに過ごしている 

3. ほとんどいっしょに過ごしていない 

４．学校がお休みの日は、どのようにすごしていますか。いろいろ書いてください。 

 

 

５．今の夏休みと冬休みについて、どのように思いますか（夏・冬それぞれの番号に○をつけてください）。 

 夏休み                    冬休み 

1. 長い 

2. ちょうどいい 

3. 短い 

1. 長い 

2. ちょうどいい 

3. 短い 

６．学校がお休みの日は、どのようにしてすごしたいですか（あてはまるもの、すべてに○をつけてください）。 

1. おうちの人といっしょに、家で過ごしたい 

2. おうちの人といっしょに、富岡市内へ出かけたい 

3. おうちの人といっしょに、富岡市外へ出かけたい 

4. 部活動や少年団や塾
じゅく

などで、友達と過ごしたい 

5. 友達と遊びたい 

6. ひとりで過ごしたい 

7. その他（                     ）                                                              

      うらへつづきます。  

159



７．今までおうちの人とすごした休日の中で、どんなときが一番楽しかったですか。いろいろ書いてください。 

 

      ありがとうございました。  
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横須賀商工会議所 打合せ議事要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 05 月 16 日（水）14:25 - 15:30 

・ 会場 横須賀商工会議所 2 階会議室 

参加者 

横須賀商工会議所   1 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社  2 名 

資料 

横須賀商工会議所提供 

・ 資料 01 すかりぶ冊子 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

打合せ要旨 

・ 横須賀商工会議所担当者に対して、本事業の概要を説明した上で、連携可能な施策について

意見交換を行った。 

・ 既設事業のうち連携可能性が考えられるものとして「すかりぶ」という事業があり、これは

子育て世代を応援するための事業で、子育て世代に対する割引やサービス提供と実施してい

る。横須賀一番というポータルサイトがあり、650 社が登録。登録事業者に対して市民割引

や自衛隊割などをお願いしている。 

・ 商工会議所から教育委員会担当者に情報提供をいただく。 

以 上  

 

  

162



横須賀市教育委員会 現地説明会要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 07 月 24 日（火） 

・ 会場 横須賀商工会議所 2 階会議室 

参加者 

横須賀市教育委員会  3 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

打合せ要旨 

・ 横須賀版キッズウィークの取り組み、および今後のスケジュールを踏まえて、JTBF から経

産省事業の概要を説明した。 

・ キッズウィーク期間（10/20 - 11/04）の終了後、効果測定を実施する際に、実施後アンケー

トの枠組みが活用できるのではないか、との意見がみられた。 

・ 先方持ち帰りの上、検討となった。 

以 上  

 

 

横須賀市キッズウィーク試行事業 現地調査実施報告 

実施概要 

・ 日時 2018 年 10 月 27 日（土）09:00 - 17:00 

・ 会場 神奈川県横須賀市内 

参加者 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 
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現地調査要旨 

・ 『横須賀版キッズウィーク』期間中に横須賀市等が実施する事業について、実施状況の現地

調査を行った。行程は以下のとおり。 

10/27 

（土） 

A 班（1 名） B 班（1 名） 

10:51 着 横須賀中央駅 

11:00 ヨコスカハロウィンフェスティバル 2018 

 横須賀中央駅周辺エリア  http://urx.blue/MRfz 

 仮装した小学生までの子どもにお菓子を配布。その他催し物多数。 

11:45 移動（横須賀中央駅 → どぶ板通り商店街） 

12:00 ヨコスカハロウィンフェスティバル 2018 

 どぶ板通り商店街にぎわい広場 http://urx.blue/MReM 

 お菓子のプレゼント、イベント等 

12:45 移動（どぶ板通り商店街 → 横須賀中央駅） 

13:00 街市 - よこすか 

 横須賀中央駅 Y デッキ下広場・LIDRE 前 昼食 

14:00 - 16:00 市立児童図書館 

（横須賀市若松町 3 丁目 20 

：横須賀中央駅から徒歩 3 分） 

絵本作家はたこうしろうさんと絵本を

作ってあそぼう 

http://urx.blue/MRg4 

予約制 

14:00 キッズ仮装コンテスト 

 中央駅近傍 LIDRE 前 

14:30 - 15:30 市立中央図書館 

（横須賀市上町 1 丁目 61 

：横須賀中央駅から徒歩 8 分） 

読書の秋×音楽の秋 

～落ち葉の季節の演奏会～ 

http://urx.blue/MRg4 

入場無料 

16:00 ヨコスカハロウィンフェスティバル 2018 

 うわまち商店街エリア   http://urx.blue/MRfo 

 ポスター掲載店舗でお菓子の配布など 

17:00 ヨコスカハロウィンフェスティバル 2018 

 横須賀中央駅周辺エリア ナイトハロウィン 

 ダンスステージ、バンド演奏等 

 

以 上  
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横須賀市キッズウィーク試行事業 現地調査実施報告 

実施概要 

・ 日時 2018 年 11 月 03 日（土）09:00 - 17:00 

・ 会場 神奈川県横須賀市内 

参加者 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

現地調査要旨 

・ 『横須賀版キッズウィーク』期間中に横須賀市等が実施する事業について、実施状況の現地

調査を行った。行程は以下のとおり。 

 

11/03 

（土） 

A 班（1 名） B 班（1 名） 

第 13 回 1 万メートルプロムナード・

ウォーク 

https://yokosuka-

sports.jp/update/2018/10/131.html 

（スタート）ヴェルニー公園（ゴー

ル）横須賀美術館 

08:45 - 09:15 受付 

13:30 ゴール最終時間 

申込みは当日直接ヴェルニー公園受付

へ 

参加料一人 200 円（中学生以下 100

円） 

 

第 16 回観音崎フェスタ 県立観

音崎公園周辺 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.

jp/2490/kannonnzakifes2018.html 

ウィンドサーフィン教室 in 横須賀津

久井浜海岸 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.

jp/8115/documents/wind.pdf 

津久井浜海岸 

関東学院大学ウィンドサーフィン部が

地域貢献活動として実施 

ウィンドサーフィンショップ「ティア

ーズ」集合 

横須賀市津久井浜 1-3-8 

午前の部 09:30 - 12:00 

午後の部 13:00 - 15:30 

 

抽選会で、子ども及び子ども同伴の大

人は、プラス 1 回抽選チャンス 

小学生以下が対象 
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09:30 - 15:30 

横須賀トモダチジャズ 2018 ドブ板

通り商店街イベント広場 

https://tomodachi-jazz.jp/ 

11/03（土）11:00 - 20:00 

11/04（日）11:00 - 20:00 

タイムスケジュール 

https://www.facebook.com/tomodachi

jazz/photos/a.1049836411768137/188

1359585282478/?type=3&theater 

 

よこすか産業まつり 三笠公園

  

 

横須賀美術館 

無料観覧（企画展、所蔵品展、谷内六

郎館） 

〒239-0813 神奈川県横須賀市鴨居４

丁目１ 

開館 10:00 - 18:00 

大人も子どもも無料（11/03：文化の

日） 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.

jp/4402/sanma/index.html 

11/03（土）09:00 - 16:00 

11/04（日）09:00 - 15:00 

自然館ミュージアムトーク 

http://www.museum.yokosuka.kanag

awa.jp/archives/event/25344 

238-0016 横須賀市深田台 95 

横須賀市自然・人文博物館 本館展

示室 

14:00 - 15:00 

参加した子どもに特製缶バッジプレゼ

ント 

 

 

以 上  
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横須賀市教育委員会 打合せ要旨 

実施概要 

・ 日時 2019 年 01 月 11 日（金） 10:00 - 11:30 

・ 会場 横須賀市役所 6 階 横須賀市教育委員会 教育政策課 

参加者 

横須賀市教育委員会  4 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

横須賀市教育委員会提供 

・ 資料 11 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』実施の反省（現時点での案） 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 保護者向け調査 結果報告速報（要旨） 

・ 資料 23 高校生向け調査 結果報告速報 

・ 資料 24 イベント主催者向け調査 結果報告速報 

・ 資料 25 保護者向け調査 結果報告速報（その他・自由記述あり） 

・ 資料 26 保護者向け調査 結果報告速報（その他・自由記述なし） 

打合せ要旨 

・ JTBF から横須賀市教育委員会に対して、保護者向け調査結果、高校生向け調査結果、イベ

ント主催者向け結果について報告を行った。 

・ 横須賀市教育委員会から、第 7 回『横須賀版キッズウィーク』協議会にて報告を予定してい

る、今年度事業の成果と課題の取りまとめについて説明を受けた。 

・ 両主体からの報告と説明に基づき、第 7 回協議会でのアンケート報告内容、ならびに今後の

集計分析指針について議論した。 

・ 調査結果のローデータが欲しい旨、横須賀市から要望があった。 

以 上  

 

 

  

167



横須賀市 関東学院大学ヒアリング要旨 

実施概要 

・ 日時 2019 年 01 月 29 日（火）13:00 - 14:00 

・ 会場 神奈川県横浜市金沢区六浦東 1-1-50 関東学院大学金沢八景キャンパス 

  1 号館 2F アドミッションセンター打合せスペース 

参加者 

関東学院大学  3 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

打合せ要旨 

・ 2018 年に実施された『横須賀版キッズウィーク』において、親子で参加できるプログラム

として「ウィンドサーフィン体験」を提供した経緯や今後の展望について、ヒアリングを行

った。 

以 上  
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横須賀市 第１回『横須賀版キッズウィーク』協議会 議事要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 05 月 16 日 13:00 - 14:00 

・ 会場 横須賀商工会議所 2F 特別会議室 

参加者 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会構成員  9 名（代理 1 名を含む） 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会事務局  3 名 

・ 横須賀市教育委員会      1 名 

・ 横須賀商工会議所      2 名 

・ 経済産業省（傍聴）      2 名 

・ 公益財団法人 日本交通公社（傍聴）    2 名 

配布資料等 

・ 議事次第 席次表 

・ 資料 01 『横須賀版キッズウィーク』協議会設置要綱 

・ 資料 02 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会構成員及び事務局名簿 

・ 資料 03 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』の実施概要 

・ 資料 04 『横須賀版キッズウィーク』～横須賀におけるキッズウィークの在り方～ 

・ 資料 05 平成 30 年度 全市立校の振替休日の集約（5 月現在） 

・ 資料 06 地区別実施日案の検討資料 

・ 資料 07 『横須賀版キッズウィーク』具体案シート 

・ 参考資料 01 キッズウィークに関する政府の方針等 

・ 参考資料 02 横須賀市記者発表資料 

協議・報告内容 

・ 協議会設置要綱について 

・ 『横須賀版キッズウィーク』の実施概要説明 

・ 『横須賀版キッズウィーク』の在り方 

議論の要旨 

・ 協議会構成員の互選により、会長および副会長がそれぞれ 1 名選出された。 

・ 平成 30 年秋に事業を実施する旨、事務局から説明があった。対象となる市域や学校の範

囲、実施までのスケジューリング、保護者の休暇取得の実効性等について意見が寄せられ

た。 
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・ 横須賀市においては学校休業日を新設せず、各校が学校長の決定により、行事等の振替休日

によって対応することとした旨、事務局から説明があった。保護者に対する周知の方法、期

間中に実施する事業の具体案、協議会で議論すべき項目等について意見が寄せられた。 

以 上  

 

 

横須賀市 第３回『横須賀版キッズウィーク』協議会 議事要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 7 月 24 日 10:00 - 11:30 

・ 会場 横須賀商工会議所 2F 特別会議室 

参加者 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会構成員  10 名 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会事務局  2 名 

・ 横須賀商工会議所      2 名 

・ 公益財団法人 日本交通公社（傍聴）    2 名 

配布資料等 

・ 議事次第 席次表 

・ 資料 01 第 2 回『横須賀版キッズウィーク』協議会概要 

・ 資料 02 『横須賀版キッズウィーク』広報について 

・ 資料 03 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』の実施に向けてのスケジュール（改

訂版） 

・ 参考資料 01 第 2 回『横須賀版キッズウィーク』協議会 協議概要 

・ 参考資料 02 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』具体的事業の庁内各課照会集約（7

月 19 日現在） 

協議・報告内容 

・ 第 2 回協議会概要の確認 

・ 『横須賀版キッズウィーク』広報の方法について・ロゴマーク案 

・ 『横須賀版キッズウィーク』今後の予定確認 
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議論の要旨 

・ 『横須賀版キッズウィーク』期間中に実施されるイベント等について市役所内で集約を行っ

た旨、ならびに各部局に対して本事業要旨の説明を行う旨、事務局より説明があった。事業

全体の方向性について、大人も子どもも楽しく過ごせる取り組みとすることや、地域全体が

子どもをサポートすることを意識してはどうか等の意見が寄せられた。 

・ 『横須賀版キッズウィーク』の広報について事務局から説明があった。名称だけでなく内容

をイメージできる簡単な説明を付けること、複数の媒体を有効に活用すること等について、

意見が寄せられた。 

・ 今後のスケジューリングについて事務局から説明があった。事業の進行にあたり『横須賀版

キッズウィーク』として何を焦点化すべきか議論の必要がある等の意見が寄せられた。 

以 上  

 

 

横須賀市 第５回『横須賀版キッズウィーク』協議会 議事要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 10 月 05 日 14:00 - 15:00 

・ 会場 横須賀商工会議所 2F 特別会議室 

参加者 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会構成員  9 名 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会事務局  3 名 

・ 横須賀商工会議所      3 名 

・ 公益財団法人 日本交通公社     1 名 

配布資料等 

・ 議事次第 席次表 

・ 資料 01 実施に向けての最終確認 

・ 資料 02 効果検証について（案） 

・ 参考資料 01  第 4 回『横須賀版キッズウィーク』協議会概要 

・ 参考資料 02  広報媒体配布先一覧 

・ 参考資料 03  平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』期間中のイベント等一覧 

・ 参考資料 04-A 三条市キッズウィークに関するアンケート調査（対象：保護者、教

員）の手順とご協力のお願い 

・ 参考資料 04-B 「キッズウィークに関するアンケート調査」へのご協力のお願い 

・ 参考資料 05  『横須賀版キッズウィーク｣協議会スケジュール（改訂版） 
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協議・報告内容 

・ 実施に向けての最終確認 

・ 効果検証について（案） 

議論の要旨 

・ 『横須賀版キッズウィーク』期間中に実施されるイベント等について、事務局から説明があ

った。記載方等について意見が寄せられた。 

・ 経産省事業予算を活用したアンケート調査について、事務局と JTBF 担当者から説明があっ

た。調査は実施することで合意し、対象は小中学校の保護者と、イベントを主催する事業者

を目途に検討することとされた。調査対象範囲、設問の内容、実施までのスケジュール等に

ついて意見が寄せられた。 

・ 今後の協議会日程について、事務局から説明があった。 

以 上  

 

 

横須賀市 第６回『横須賀版キッズウィーク』協議会 議事要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 12 月 10 日 10:00 - 11:30 

・ 会場 横須賀商工会議所 2F 特別会議室 

参加者 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会構成員  8 名 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会事務局  3 名 

・ 横須賀商工会議所      3 名 

・ 公益財団法人 日本交通公社     2 名 

配布資料等 

・ 議事次第 席次表 

・ 資料 01 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』を終えての振り返り 

・ 参考資料 01 第 5 回『横須賀版キッズウィーク』協議会 協議概要 

・ 参考資料 02 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』期間中のイベント等 現地確認メモ 

・ 参考資料 03 キッズウィークに関するアンケート調査のお願い 

・ 参考資料 04 第 7 回『横須賀版キッズウィーク』協議会（1 月）の開催について 

172



協議・報告内容  

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』を終えての振り返り 

議論の要旨 

・ 『横須賀版キッズウィーク』期間中のイベント実施状況について、事務局から現地調査結果

の報告があった。あわせて商工会議所から、事業者等へのヒアリング結果について報告があ

った。来年度以降、中長期的な観点から到達点を明確化し、各年度のテーマや取り組み内容

を議論しつつ継続する必要がある等の意見が寄せられた。 

・ 実施中の小中学校保護者向けアンケート調査、市立総合高校生徒向けアンケート調査、イベ

ント主催者向けアンケート調査について、JTBF から回答状況の報告があった。 

以 上  

 

 

横須賀市 第７回『横須賀版キッズウィーク』協議会 議事要旨 

実施概要 

・ 日時 2019 年 1 月 29 日 10:00 - 11:30 

・ 会場 横須賀商工会議所 2F 特別会議室 

参加者 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会構成員  7 名 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会事務局  3 名 

・ 横須賀商工会議所      3 名 

・ 公益財団法人 日本交通公社     2 名 

配布資料等 

・ 議事次第 席次表 

・ 資料 01 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』実施の振り返り 

・ 資料 01-A キッズウィークに関する保護者向けアンケート調査結果報告（要旨） 

・ 資料 01-B キッズウィークに関するイベント主催者向けアンケート調査結果報告（速報

版） 

・ 資料 01-C キッズウィークに関する高校生向けアンケート調査結果報告（速報版） 

・ 参考資料 01 第 6 回『横須賀版キッズウィーク』協議会概要 

・ 参考資料 02 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』これまでの取組経緯とまとめ 

・ 参考資料 03 第 8 回『横須賀版キッズウィーク』協議会（3 月）の開催について 
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協議・報告内容  

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』実施の振り返り 

・ キッズウィークに関するアンケート調査の結果報告 

・ 第 7 回『横須賀版キッズウィーク』これまでの取組経緯とまとめ 

議論の要旨 

・ キッズウィークに関するアンケート調査結果について、JTBF から報告があった。今後の集

計、分析の指針等について意見が寄せられた。あわせて他地域におけるキッズウィーク事業

の実施状況について、JTBF から情報提供があった。 

・ 今年度の『横須賀版キッズウィーク』の取組経緯と反省点について、事務局から説明があっ

た。来年度の事業実施に関して、事前周知の方法、協議会の運営体制、指針設定等について

意見が寄せられた。 

・ アンケート結果を踏まえて、来年度も10月下旬から11月上旬を目途に事業を実施したい旨、

事務局から提案があった。実施時期についてはおおよそ今年度と同様とする方向で議論がな

された。 

・ 来年度 10 連休となる GW 期間中、教育委員会が所掌する美術館、博物館等の施設等の協力

を得て、プレキッズウィークの実施を検討している旨、事務局から報告があった。 

以 上  

 

 

横須賀市 第８回『横須賀版キッズウィーク』協議会 議事要旨 

実施概要 

・ 日時 2019 年 3 月 12 日 15:00 - 16:30 

・ 会場 横須賀商工会議所 2F 特別会議室 

参加者 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会構成員  8 名 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』協議会事務局  3 名 

・ 横須賀商工会議所      3 名 

・ 公益財団法人 日本交通公社     1 名 

配布資料等 

・ 議事次第 席次表 

・ 資料 01 平成 30 年『横須賀版キッズウィーク』実施の総括 

・ 資料 02 平成 31 年『横須賀版キッズウィーク』実施案 

・ 参考資料 01 第 7 回『横須賀版キッズウィーク』協議概要 
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・ 参考資料 02 キッズウィークに関する保護者向けアンケート調査 クロス集計結果報告 

協議・報告内容 

・ 平成 30 年度『横須賀版キッズウィーク』実施の総括 

・ 平成 31 年度『横須賀版キッズウィーク』実施案 

議論の要旨 

・ 今年度の『横須賀版キッズウィーク』事業の総括について、事務局から説明があった。最終

的な報告としての体裁等について意見が寄せられた。 

・ 来年度の『横須賀版キッズウィーク』事業実施案について、事務局から説明があった。隣接

自治体、民間事業者、高校や大学を含む学校法人との連携について意見が寄せられた。 

・ 協議会の下部組織としてワーキンググループを設置する方針については了承されたが、来年

度当初から協議会本体での議論を行うのではなく、まずワーキンググループにおいて協議会

で審議すべき事項を検討することが適当ではないか等の意見が寄せられた。 

・ 03/06（水）に開催された「キッズウィーク推進シンポジウム（東京会場）」について、事務局

から実施状況の報告があった。関連して、国や他地域における事業実施状況等について、JTBF

から補足説明があった。 

以 上  
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2019 年 01 月 29 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関する保護者向けアンケート調査 

調査結果報告（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

横須賀市内の市立幼稚園 2 園、市立小学校 46 校、市立中学校 23 校および特別支援学校 2 校に通

う園児・児童・生徒の保護者を対象に調査を実施した。高等学校、私立学校、保育施設、認定こど

も園等の施設については調査対象外とした。 

対象校の園児・児童・生徒の全員に対して計 26,411 の調査案内を配布し、保護者に回答を求め

た。父親と母親が個別に回答する等の事例を想定し、一家庭から複数の回答を受け付けた。 

2. 回答実績 

1,208 件の回答が得られた。調査案内の配布数 26,411 に対する回答率は、4.57%であった。回答

数 1,208 件のうち、無効票は 0 件、有効回答数は 1,208 件であった 

結果概要 

1. 回答者プロフィール 

子どもからみた関係は、回答者の約 91.1%が母親、7.5%が父親であった。 

年齢は 40 代がもっとも多く、全体の 57.5%を占めた。次いで 30 代が 33.7%を占めた。 
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2. 主要な設問の回答 

 1) 期間中に「子どもと共に過ごす時間」を創出できたか 

回答者のうち有職者 787 名（65.1%）に対して、キッズウィーク期間中に「休暇や時短勤務を活

用し、子どもと共に過ごす時間を作ることができたか」について質問した。787 名全員から回答を

得た。 

 

「子どもと共に過ごす時間を作ることができた」回答者は 273 名であり、有職者の 34.7%を占め

た。時間を確保できた理由ないし手法として、有給休暇や時短勤務などを活用した有職者は 93 名

（35.4%）、振替休日を活用した有職者は 35 名（13.3%）、勤務先が休業した有職者は 27 名（10.3%）

であった。 

また「その他」の回答として、土曜日、日曜日をはじめとする通常通りの休日に子どもと過ごし

た旨の記述が複数みられた。 
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一方、「子どもと共に過ごす時間を作ることができなかった」回答者は 514 名であり、有職者の

65.3%を占めた。時間を確保できなかった理由として、勤務シフトや業務の忙しさを挙げた有職者

は 233 名（45.9%）、職場の雰囲気等を挙げた有職者は 60 名（11.8%）、休むことは可能だったが

最終的に休まなかった有職者は 67 名（13.2%）であった。 

また「その他」の回答として、キッズウィーク事業の存在を知らなかった旨の記述が複数みら

れた。 
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 2) キッズウィークの実施時期 

2018 年、10 月 20 日（土）から 11 月 04 日（日）かけて実施された『横須賀版キッズウィーク』

の実施時期について、回答者全員に意見を求めた。1,134 名から回答を得た。 

 

来年度以降の実施時期について、「今年度と同じ時期でよい」を選択した回答者は 854 名（75.3%）、

「今年度とは別の時期が望ましい」を選択した回答者は 280 名（24.7%）であった。 

 

 

後者を選択した 280 名に対して、『横須賀版キッズウィーク』の実施時期として望ましい月を、

10 月と 11 月を除く 10 ヶ月からいくつでも選択するよう求めたところ、249 名から回答が得られ

た。もっとも多く選択された月は 6 月であり、次いで 9 月、8 月、2 月、3 月が続いた。 
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 3) キッズウィークの認知度 

回答者全員に対して、本アンケートに回答する以前から、国が推進するキッズウィークの取り

組み、ならびに横須賀市が推進するキッズウィークの取り組みについて知っていたか質問した。

国の取り組みについては 1,096 名から、横須賀市の取り組みについては 1,095 名から、それぞれ

回答を得た。 

 

国の取り組みについて知っていた回答者は 209 名（19.1%）、横須賀市の取り組みについて知っ

ていた回答者は 176 名（16.1%）であった。 
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 4) 横須賀市のキッズウィーク施策に対する総合的な評価 

回答者全員に対して、横須賀市が推進するキッズウィークの取り組みに対する 5 段階評価を求

めた。1,093 名から回答を得た。 

 

5 段階評価のうち、もっとも多く選択された評価区分は「どちらでもない(3)」であり、回答者

の 42.9%を占めた。 

「まったく思わない(1)」と「思わない(2)」の選択率合計は 19.2%、「そう思う(4)」と「非常に

そう思う(5)」の選択率合計は 37.9%であり、全体の傾向として肯定的な評価が多くみられた。評

価点の加重平均は 3.22 となり、中央値の 3 を上回った。 
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2019 年 02 月 04 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関する保護者向けアンケート調査 

クロス集計結果報告 

 

結果要旨 

1. それぞれのイベントに参加した子どもの年齢層 

・キッズウィーク期間中に実施された各イベントに参加した回答者群それぞれについて、各家庭

で養育中の子どもの年代の選択率を比較したところ、いくつかのイベントについて子どもの年

代の選択率に有意な差が認められた。 

・これらのイベントに参加した子どもの年齢層について、養育する子どもの年代に応じた一定の

傾向が認められることが示唆された。 

・具体の数値は P3 表に示す通りである。 

2. 期間中に振替休日のあった学校の児童・生徒が、振替休日当日のイベントに参加していたか 

・10/22（月）が振替休日の子どもが家庭内に一人でもいる回答者群と、振替休日の子どもが家庭

内に一人もいない回答者群の間で、同日のイベント参加率に有意な差は認められなかった。 

・10/29（月）が振替休日の子どもが家庭内に一人でもいる回答者群と、振替休日の子どもが家庭

内に一人もいない回答者群の間で、同日のイベント参加率に有意な差は認められなかった。 

・以上より、期間中に振替休日のあった学校の児童・生徒が、振替休日当日のイベントにより多

く参加していた事実は認められなかった。 

3. 期間中に振替休日があった子どものいる家庭の保護者は、休暇を取得していたか 

・期間中に振替休日があった子どもが家庭内に一人でもいる回答者群と、振替休日があった子ど

もが家庭内に一人もいない回答者群の間で、「子どもと共に過ごす時間を作ることができた」回

答者の割合に有意差は認められなかった。 

・期間中に振替休日があった子どもが家庭内に一人でもいる回答者群と、振替休日があった子ど

もが家庭内に一人もいない回答者群の間で、「有給休暇や時短勤務などを活用した」回答者の割

合に有意差は認められなかった。 

・以上より、期間中に振替休日があった子どものいる家庭の保護者は、そうでない家庭の保護者

と比較して積極的に休暇を取得していた事実は認められなかった。 
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詳報 

1. それぞれのイベントに参加した子どもの年齢層 

キッズウィーク期間中に実施された各イベントに参加した回答者群それぞれについて、各家庭

で養育中の子どもの年代の選択率を比較した。 

結果、いくつかのイベント参加者群においては、子どもの年代の選択率に有意な差が認められ

た。代表例は以下に挙げる。 

 

・市内商店街のハロウィンフェスティバル： 

乳児、園児、小学校低学年の選択率が高く、中学生、高校生の選択率が低い 

・市内温水プールでの大人同伴の子ども無料サービスデー： 

園児、小学校低学年の選択率が高い 

・よこすかパンまつり in ヴェルニー公園： 

園児の選択率が高く、中学生の選択率が低い 

・よこすか産業まつり： 

小学校低学年の選択率が高く、高校生の選択率が低い 

 

以上より、これらのイベントに参加した子どもの年齢層について、養育する子どもの年代に応

じた一定の傾向が認められることが示唆された。 
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平成 30 年 12 月 

保護者の皆様 

経済産業省 

公益財団法人 日本交通公社 

横須賀市教育委員会 

キッズウィークに関するアンケート調査のお願い 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウ

ィーク関連調査事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、横須賀市教育

委員会と協力して実施するものです。 

キッズウィークに対する効果や課題を検証することを目的に、保護者の皆様を対象として、キッズウィーク

当日の過ごし方などについてご意見をお伺いいたします。調査は無記名で実施し、頂いた回答は個人が特定で

きないよう、統計的な処理を行います。結果は上記の目的に限って使用いたしますので、ご回答いただいた皆

様にご迷惑をお掛けする事はございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解のうえ、調査にご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

敬具 

記 

アンケートへのご回答について 

・ 回答に要する時間は 10 分程度です。 

・ 本調査では、インターネット上で回答をお伺いします。お手持ちのスマートフ

ォンまたはパソコンから右記 URL にアクセスいただき、表示される質問にご

回答をお願いいたします。QR コードを読み取ると、URL を自動で取得する

ことができます。 

・ 12 月 17 日（月）までに、回答ページでのご回答をお願いいたします。 

調査に関するお問い合わせ先（調査受託機関） 

・ 公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 

担当：那須、守屋  電話：03-5770-8430  E-mail：kids@jtb.or.jp 

キッズウィークとは 

キッズウィークとは、国において平成 30 年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出

することを目的に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の

確保などを官民一体となって推進する取り組みです。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることによ

り、繁忙期を避けて家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ご

し方が可能になるとともに、学校の代休日等に保護者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、

働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。一方で、保護者が休暇を取得できない、兄

弟姉妹の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用上の課題も指摘されています。 

横須賀市では大人が子どもと共に地域で過ごす時間を大切にすることを要旨として、新たな休日を設け

ず、地域で子どもの豊かな休日を応援するという視点から、平成 30 年 10 月 20 日（土）から 11 月 4 日（日）

にかけて『横須賀版キッズウィーク』を実施しました。 

 

http://qq4q.biz/N5xR 
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2019年 01月 29日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するイベント主催者向けアンケート調査 

調査結果報告書（速報版） 

調査概要 

本調査は、神奈川県横須賀市において 2018年 10月 20日（土）から 11月 04日（日）にかけて実施

された『横須賀版キッズウィーク』の取り組みに関して、同期間中にイベントを実施した事業者に対す

るアンケートを実施したものである。 

1. 対象 

2018年『横須賀版キッズウィーク』期間中に実施された 52のイベントについて、主催者である

33 団体を対象に調査を実施した。各団体に対して調査案内と調査票それぞれ 1 通を郵送し、イベ

ント 1件につき 1回の回答を行うよう求めた。 

2. 調査手法 

自記式調査（回答者自身が調査票の質問を読み、回答を記入する方法）により実施し、回答は任

意とした。調査媒体として、紙面に印刷された調査票に回答を記入する方法（以下、紙調査と表記）

と、インターネット上に設置した回答ページ上で回答を収集する方法（以下、web調査と表記）を

併用した。配布した調査票の冒頭に、調査概要、問合せ先、回答ページへのアクセス方法等を記載

した調査案内を添付し、紙調査と web調査のうち任意の方法で回答するよう求めた。 

web調査を選択した場合、回答者が所有するスマートフォン等の機器を用いてアクセスし、回答

する形式とした。紙調査を選択した場合、記入済みの調査票を同市担当課に提出する形式とした。 

調査案内等は 11月 28日（月）以降順次配布し、回答期限は 12月 17日（月）とした。 

3. 回答実績 

27件の回答が得られた。調査対象団体 33に対する回答率は 81.8%、イベント数 52に対する回

答率は 51.9%であった。回答数 27 件のうち、web 調査による回答は 11 件、紙調査による回答は

16件であった。 

4. 有効回答数 

本調査においては回答を list-wise（一部に無効回答が含まれる調査票であっても、調査票自体は

有効とする方法）によって処理し、すべての質問に対する回答が欠損している調査票、ならびに同

一内容の重複回答のみを無効とした。 

回答数 27件のうち、無効票は 1件、有効回答数は 26件であった。一部の回答が欠損している調

査票について、欠損した回答は「不明・無回答」とした上で集計を行った。 
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Q1・Q2 キッズウィーク期間中に実施された事業・イベントの名

称と主催事業者名、ならびに開催日をご記入ください。 
 

Answered: 26 Skipped: 0 

 

# 事業・イベントの名称 主催事業者名 開催日 

1 横須賀ハロウィン ドブ板通り商店街 10月 27日 

2 横須賀トモダチジャズ ドブ板通り商店街 11月 03日 

3 ドブ板イルミネーション点灯 ドブ板通り商店街 11月 03日 

4 北久里浜秋まつり＆ハロウィンフェスティバル 北久里浜商店街振興組合（共同主催） 10月 20日 

5 コスモス無料花摘みイベント くりはま花の国 10月 27日 

6 親子で久里浜ハローウィン 久里浜商店界（協） 10月 21日 

7 産業まつり 横須賀産業まつり実行委員会 11月 03日 

8 横須賀市民駐車場無料/ハロウィンイベント 長井海の手公園 09月 01日 

9 秋のローズフェスタ 横須賀三笠・西武パートナーズ 10月 20日 

10 横須賀版キッズウィーク （公財）三笠保存会 10月 20日 

11 2018Y・フェスタ追浜 追浜観光協会（Y・フェスタ追浜実行委員会） 10月 28日 

12 電力中央研究所公開 元木実 10月 20日 

13 衣笠ハロウィン 2018 衣笠商店街（衣笠商業連合会） 10月 20日 

14 しょうぶ園フェア 横須賀緑化造園共同組合 10月 20日 

15 ハロウィンスタンプラリー 浦賀商友会 10月 20日 

16 ハロウィーン in ミカサ 三笠ビル商店街協同組合 10月 27日 

17 ハロウィンパレード 坂本商友会 10月 20日 

18 第 13回 1万メートルプロムナード・ウォーク 横須賀市体育協会 11月 03日 

19 第 42回よこすかみこしパレード 一般社団法人横須賀市観光協会 10月 28日 

20 読書の秋×音楽の秋 落ち葉の季節の演奏会 横須賀市立中央図書館 10月 27日 
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21 作家とあそぼう 横須賀市立児童図書館 10月 27日 

22 本の福袋 横須賀市立中央図書館 10月 28日 

23 親子利用でプール小人無料 スポーツコミュニティよこすか 10月 29日 

24 どんぐり探偵団・オブジェを作ろう NPO法人グリーンクラブ 10月 22日 

25 無料観覧日 横須賀美術館 11月 03日 

26 よこすかパンまつり in ヴェルニー公園 横須賀市観光協会 10月 20日 

 

※複数日にわたって開催されたイベントについては、開催初日を記載した。 
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88.5% 23

11.5% 3

Q3 昨年度以前から、今年度と同様の事業・イベントを実施していま
したか？  

Answered: 26 Sk pped: 0

合計 26

実施していた 実施していなかった（今年はじめて実施した）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 .5%11.5%1 .5%11.5%88. %88.5%88. %88.5%

回 の選 肢回答の選択肢 答回答数

実施していた

実施していなかった（今年はじめて実施した）

4 / 12

キッズ18 横須賀市 イベント主催者向け調査
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Q4 キッズウィーク期間中の来店者数（イベント参加者数）について
お伺いします。a, bそれぞれの評価項目について、もっとも近い数字

を一つだけお選びください。  
Answered: 23 Sk pped: 3

4.3%
1

8.7%
2

65.2%
15

21.7%
5

0.0%
0

23 3.04

4.5%
1

0.0%
0

72.7%
16

22.7%
5

0.0%
0

22 3.14

著しく減少した（１） 減少した（２） 例年通り・通常通り（３）

増加した（４） 著しく増加した（５）

a. 来店者（参
加者）の総数

b.
来店者（参加
者）のうち

...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21. %21.7%

2 . %22.7%2 . %22.7%

5. %65.2%

72.7%72.7%72.7%72.7%

78.7%34.3%

54.5%54.5%

少著しく減少し
（ ）た（１）

し減少した
）（２）

年 ・ 常例年通り・通常通
３り（３）

増 した増加した
（ ）（４）

く し著しく増加し
５た（５）

合
計

加加重
平平均

a. 来店者（参加者）の総数

b. 来店者（参加者）のうち、家族連
れや子どもの数

5 / 12

キッズ18 横須賀市 イベント主催者向け調査
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Q5 前問の aまたは bについて、具体的な数値等がお分かりでした

ら、差し支えない範囲でご記入ください。 
 

Answered: 15 Skipped: 11 

 

※下表最左列の解答者番号は、Q1および Q2と共通。便宜上「事業・イベントの名称」を併記した。 

 

# 事業・イベントの名称 記述の内容 

1 横須賀ハロウィン （無回答） 

2 横須賀トモダチジャズ （無回答） 

3 ドブ板イルミネーション点灯 （無回答） 

4 北久里浜秋まつり＆ハロウィンフェスティバル a：約 3万人 

5 コスモス無料花摘みイベント a：1,500人、b：400人 

6 親子で久里浜ハローウィン （無回答） 

7 産業まつり 来場者：36,000人（H29：38,000人） 

8 横須賀市民駐車場無料/ハロウィンイベント 2017 年 10 月：30,942 人（台風の影響）、2017 年 11 月：56,461 人、2018 年 10 月：

58,007人、2018年 11月：58,060人 

9 秋のローズフェスタ （無回答） 

10 横須賀版キッズウィーク 10 月 20 日～11 月 4 日の来場者（個人：一般）、本年 7,657／昨年 4,453 昨年は週末

の天候不良（台風等）のため少なかったと思われる。 

11 2018Y・フェスタ追浜 ※2018Y・フェスタ追浜来場者数：29,500 名（追浜ハロウィン：3,500 名、秋まつり

inNISSAN：21,000名、追浜海の花火大会：5,000名） 

12 電力中央研究所公開 1500名 

13 衣笠ハロウィン 2018 イベント時にスタンプラリー用紙（中学生以下対象）を 700枚配布 

14 しょうぶ園フェア （無回答） 

15 ハロウィンスタンプラリー 70名前後 

16 ハロウィーン in ミカサ （無回答） 

17 ハロウィンパレード （無回答） 
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18 第 13回 1万メートルプロムナード・ウォーク a 昨年度 403 名→今年度 481 名  b 昨年度 26 名→今年度 36 名（中学生以下の人

数） 

19 第 42回よこすかみこしパレード a：H30年度 47,000人、H29年度 荒天のため中止、H28年度 53,000人 

20 読書の秋×音楽の秋 落ち葉の季節の演奏会 参加者 26人 

21 作家とあそぼう 参加者数：子ども 23人、大人 25人 

22 本の福袋 （無回答） 

23 親子利用でプール小人無料 （無回答） 

24 どんぐり探偵団・オブジェを作ろう 1組 3名参加（従来は無料参加だったが、今回材料費を徴収） 

25 無料観覧日 a：2702人、b：把握していない 

26 よこすかパンまつり in ヴェルニー公園 （無回答） 
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92.0% 23

8.0% 2

Q6 『横須賀版キッズウィーク』の実施時期についてお聞きします。
今年度、横須賀市ではキッズウィーク期間を10月20日（土）から11
月4日（日）に設定しました。来年度の『横須賀版キッズウィーク』
実施時期について、あなたの考えにもっとも近い項目を一つだけお

選びください。  
Answered: 25 Sk pped: 1

合計 25

今年度と同じ時期でよい 今年度とは別の時期が望ましい

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8.08.0%8.08.0%92.0%92.0%92.0%92.0%

回 の選 肢回答の選択肢 回答数

今年度と同じ時期でよい

今年度とは別の時期が望ましい

7 / 12
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0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

50.00% 1

100.00% 2

50.00% 1

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Q7 今年度とは別の時期が望ましい」を選択された方にお聞きしま
す。学校や幼稚園が開催する他の行事や、保護者の休暇の取りやすさ
を踏まえて、あなたがキッズウィーク事業の実施時期として適当だ

と思う月（10, 11月以外）をすべてお選びください。
Answered: 2 Sk pped: 24

回答数: 2

4月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月 1月 2月 3月
0%

20%

40%

60%

80%

100%

回 の選 肢回答の選択肢 回答数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

11月

12月

1月

2月

3月
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Q8 今年度の『横須賀版キッズウィーク』の取り組みに対する評価と
して、 主催者様の考えにもっとも近い数字を、それぞれ一つずつお

選びください。  
Answered: 26 Sk pped: 0

7.7%
2

26.9%
7

26.9%
7

38.5%
10

0.0%
0

26 2.96

0.0%
0

7.7%
2

19.2%
5

42.3%
11

30.8%
8

26 3.96

7.7%
2

15.4%
4

15.4%
4

34.6%
9

26.9%
7

26 3.58

まったく思わない（１） 思わない（２） どちらでもない（３）

そう思う（４） 非常にそう思う（５）

a.
周知・広報活
動は十分で
あった

b.
キッズウィ
クの趣旨は

よ...

c.
ポスタ チ
ラシ のぼ

り...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30.30.8%

26.26.9%26.26.9%

3 538.5%3 538.5%

42 3%42.3%

4.34.6%4.34.6%

2 9%26.9%2 9%26.9%

19. %19.2%

5 4%15.4%5 4%15.4%

26.26.9%26.26.9%

7.7%7.7%

5 4%15.4%5 4%15.4%

7.7%7.7%7.7%7.7%

7.7%7.7%7.7%7.7%

た わまったく思わな
い（１）

思 い思わない
（ ）（２）

ちら などちらでもな
（い（３）

思そう思う
４（４）

非 に非常にそう思
うう（５）

合
計

重加重
均平均

a.  周知・広報活動は十分であった。

b. キッズウィークの趣旨はよく理解で
きた。

c. ポスター、チラシ、のぼり等は十分
に用意されていた。

9 / 12

キッズ18 横須賀市 イベント主催者向け調査

203



Q9 横須賀市が推進するキッズウィークの総合的な評価として、貴事
業所内の皆様（事業主・管理職・一般の従業員の方を含む）の考えに

もっとも近い数字を一つだけお選びください。  
Answered: 26 Sk pped: 0

0.0%
0

0.0%
0

26.9%
7

30.8%
8

42.3%
11

26 4.15

まったく思わない（１） 思わない（２） どちらでもない（３）

そう思う（４） 非常にそう思う（５）

a.
キッズウィ
クの推進に賛

成だ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42.3%42.3%42.3%42.3%30.8%30.8%30.8%30.8%2 9%26.9%2 9%26.9%

ま く思 いまったく思わない
（ ）（１）

な思わない
（２）

ら いどちらでもない
３（３）

そうそう思う
（（４）

非 に う非常にそう思う
（ ）（５）

合
計

加加重
平平均

a. キッズウィークの推進に
賛成だ。

10 / 12
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88.46% 23

11.54% 3

0.00% 0

0.00% 0

Q10 横須賀市では来年度以降も、事業者様からイベントの開催や割引
サービスの実施等についてご協力をいただきながら、キッズウィー
クを推進していきたいと考えております。この点について、貴事業
所内の皆様（事業主・管理職・一般の従業員の方を含む）の考えに

もっとも近い項目を一つだけお選びください。 
Answered: 26 Sk pped: 0

合計 26

# そその他 ( に具体的に) 付日付

 回答はありません。  

回 の選 肢回答の選択肢 答回答数

来年度も引き続き協力したい。

収益や認知度の向上など、営業面のメリットが見込めるならば協力したい。

協力することは難しい。

その他 (具体的に)

11 / 12
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Q11 今年度、ならびに来年度以降のキッズウィーク事業に関し

て、ご意見やご要望、疑問点などがございましたら、ご自由にご記

入ください。 
 

Answered: 16 Skipped: 10 

 

# 記述の内容 

1 キッズウィークの事業イベントを同時開催。例えばハロウィンキッズ仮装パレード。 

2 親子間の心的関係の稀薄となっていると思われる昨今。キッズウィークの趣旨には大いに賛同いたします。地域間の交流にもリンクする「キッズウィ

ーク」これからも期待しております。地域の活性化に役立っています！ 

3 くりはま花の国でも大人と子供が一緒に過ごせるよう屋外型ボルタリング施設をオープンしました。ぜひ来年もよろしく願いします。 

4 市全体で、又、全域で親子で気楽に参加できるイベントとして頂きたい。 

5 来年度のイベント協力は、担当課等の「キッズウィークブース出展」等で対応してもらいたい。 

6 キッズウィークの取組は素晴らしいと思うが、横須賀に来て何かをする、という内容は見えなかった。チラシを作製したのは知っていたが、それで何

ができるのかを知ることが難しかった。特設サイトなどを作り大人と子供が楽しめる（1日）内容が欲しいと感じた。 

7 活用された好例があれば紹介していただき、また参考となると思います。 

8 今回は初めての取り組みでチラシへのキッズウィークロゴ入れくらいしか協力できませんでした。比較的イベント（準備を含む）が重なる時期で多忙な

状況なので、人手も含め一緒にイベントに取り組んでいただけるとありがたいです。他のイベントと併せて一連の事業として PR してもらえるようであ

れば、キッズウィーク事業を行うメリットもあり、協力したいと思います。 

9 当所イベントを知るきっかけのうち 3％がキッズウィークをきっかけと回答（1100名のアンケートの結果です） 

10 幼稚園や小学校の行事については疎いのですが、10月～11月期は運動会や文化の日がらみの発表会が多く開催されるイメージですので、その他

の地域イベントにわざわざ参加しないのでは？と思いました。 

11 時期について：今年は例年 11 月に行っているフェア―を 10 月に行ったことで時期が合いましたが、早めに来年の予定が分かりましたが合せること

も可能。私たちのイベントと合わないと当キッズウィークとの接点となりません。 

12 広報が足りないと思いました。印刷物ばかりではなく、様々なメディア（フェイスブック等の SNSやユーチューブ等の動画投稿サイト）に継続的に情報

をアップするのが必要だと考えます。   

13 みこしパレードは家族でご覧になる方々も多く楽しんで頂けたと思っています。ただし、来場者の大人と子どもが一緒に直接体験する事はイベントの

性質上、飛び入り参加も出来ないため難しいと感じました。 

14 協力内容を検討する時間を十分にほしい。（今回話をいただいた時期が遅かったため） 
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15 その場所のイベント開催期間のみのぼり旗を用意するのではなく、開催前から告知しておくほうが宜しいのではないかと考えます。別の場所で目に

した場合も、それでは休みをとろうかと思う親御様が増えるのではないでしょうか。 

16 大人のイベントの予定でしたが、キッズウィーク事業ということで、子ども・家族で楽しめる内容を加えました。拡大した分は大変でしたが、喜んでもら

えたと思っています。 
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質問は次のページから始まります 

平成 30 年 11 月 

イベント主催者の皆様 

経済産業省 

公益財団法人 日本交通公社 

横須賀市教育委員会 

キッズウィークに関するアンケート調査のお願い 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウ

ィーク関連調査事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、横須賀市教育

委員会と協力して実施するものです。 

キッズウィークに対する効果や課題を検証することを目的に、イベント主催者の皆様を対象として、キッズ

ウィーク当日の状況などについてご意見をお伺いいたします。頂いた回答は個人が特定できないよう、統計的

な処理を行います。結果は上記の目的に限って使用いたしますので、ご回答いただいた皆様にご迷惑をお掛け

する事はございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解のうえ、調査にご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

敬具 

記 

アンケートへのご回答について 

・ 回答に要する時間は 10 分程度です。 

・ 紙の調査票（本紙）のほか、インターネット上に回答ページを設置しております。どちらでもご回答いた

だけますが、ご協力いただける方については、回答ページに回答をご入力いただければ幸いです。 

・ お手持ちのスマートフォンまたはパソコンから右記 URL にアクセスいただく

と、回答用ページが表示されます。QR コードを読み取ると、URL を自動で取

得することができます。 

・ 紙の調査票で回答される場合は、本紙を下記「お問合せ先」まで、FAX または

郵送によりご提出ください。 

・ 12 月 17 日（月）までにご回答をお願いいたします。 

・ 回答ページから回答いただいた場合、本紙の提出は不要です。 

調査実施者 

・ 調査受託機関 （公財）日本交通公社 

・ お問合せ先 横須賀市教育委員会事務局 教育総務部教育政策課（〒238-8550 横須賀市小川町11番地） 

 TEL：046-822-9709 FAX：046-822-6849 Mail：sc-real@city.yokosuka.kanagawa.jp 

キッズウィークとは 

キッズウィークとは、国において平成 30 年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出

することを目的に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の

確保などを官民一体となって推進する取り組みです。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることによ

り、繁忙期を避けて家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ご

し方が可能になるとともに、学校の代休日等に保護者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、

働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。一方で、保護者が休暇を取得できない、兄

弟姉妹の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用上の課題も指摘されています。 

横須賀市では「大人が子どもと共に地域で過ごす時間を大切にする」ことを要旨として、新たな休日を設

けず、地域で子どもの豊かな休日を応援するという視点から、平成 30 年 10 月 20 日（土）から 11 月 4 日

（日）にかけて『横須賀版キッズウィーク』を実施しました。 

 

http://qq4q.biz/N6s2 
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2019年 01月 29日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関する高校生向けアンケート調査 

調査結果報告書（速報版） 

調査概要 

本調査は、神奈川県横須賀市において 2018年 10月 20日（土）から 11月 04日（日）にかけて実施

された『横須賀版キッズウィーク』の取り組みに関して、横須賀総合高校の生徒に対するアンケートを

実施したものである。 

1. 対象 

横須賀市内に所在する市立横須賀総合高校に通学する生徒を対象に調査を実施した。県立高校、

私立高校等の施設については調査対象外とした。 

対象校の全日制課程に在籍する生徒に対して 1,068、定時制課程に在籍する生徒に対して 260、

計 1,326の調査案内を配布し、回答を求めた。 

2. 調査手法 

自記式調査（回答者自身が調査票の質問を読み、回答を記入する方法）により実施し、回答は任

意とした。 

調査媒体として、インターネット上に設置した回答ページ上で回答を収集する方法を用いた。配

布した調査案内に、回答ページへのアクセス方法等を記載し、回答者が所有するスマートフォン等

の機器を用いてアクセスの上、回答するよう求めた。 

調査案内は 11月 28日（月）以降順次配布し、回答期限は 12月 17日（月）とした。 

3. 回答実績 

171件の回答が得られた。調査案内の配布数 1,326に対する回答率は、12.9%であった。 

4. 有効回答数 

本調査においては回答を list-wise（一部に無効回答が含まれる調査票であっても、調査票自体は

有効とする方法）によって処理し、すべての質問に対する回答が欠損している調査票のみを無効と

した。 

回答数 171件のうち、無効票は 0件、有効回答数は 171件であった。一部の回答が欠損している

調査票について、欠損した回答は「不明・無回答」とした上で集計を行った。 
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Q1 キッズウィークの認知度について、該当する項目をお選びくださ
い。

Answered: 167 Sk pped: 4

7.2%
12

92.8%
155

167

2.4%
4

97.6%
163

167

はい いいえ

①
このアンケ
トに回答す

る...

②
このアンケ
トに回答す

る...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

. %92.8%. %92.8%

9 .97.6%

. %7.2%. %7.2%

.42.4%

はい えいいえ 合合計

① このアンケートに回答する前から、国が推進するキッズウィークの取り組みを知っていた。

② このアンケートに回答する前から、横須賀市が推進するキッズウィークの取り組みを知っていた。

1 / 1

キッズ18 横須賀市 高校生向け調査

212



21.43% 12

19.64% 11

19.64% 11

14.29% 8

14.29% 8

14.29% 8

14.29% 8

14.29% 8

8.93% 5

7.14% 4

7.14% 4

7.14% 4

3.57% 2

3.57% 2

3.57% 2

3.57% 2

1.79% 1

1.79% 1

1.79% 1

1.79% 1

1.79% 1

1.79% 1

1.79% 1

1.79% 1

1.79% 1

Q2 10月20日（土）から11月4日（日）までのキッズウィーク期間中
に、あなたが出かけた / 参加したイベントを、以下のうちからいく

つでもお選びください。  
Answered: 56 Sk pped: 115

回答数: 56

# そその他 付日付

1 ない 2018/12/11 21:00

2 参加していない 2018/12/11 17:12

3 特にないです。 2018/12/10 14:32

4 ない 2018/12/10 14:32

5 何も参加していません。 2018/12/09 11:35

回 の選 肢回答の選択肢 回 数回答数

第42回 よこすかみこしパレード

みんなの家での行事

よこすか産業まつり

市内商店街のハロウィンフェスティバル

よこすかパンまつり nヴェルニー公園

わんぱくフェスティバル

記念艦 みかさ」観覧

その他

ソレイユの丘各種イベント

北久里浜秋祭り

コスモス祭り：コスモスの花摘み

横須賀美術館無料観覧

按針フェスタ2018

第4回 うみかぜストリートカフェ

観音崎フェスタ

よこすか産業まつりでの中学生以下猿島渡航無料

市内温水プールでの大人同伴の子ども無料サービスデー

絵本作家はたこうしろうさんと絵本を作ってあそぼう

読書の秋×音楽の秋～落ち葉の季節の音楽会～

2018Ｙフェスタ追浜

親子紙芝居・親子映画会

第13回 1万メートルプロムナードウォーク

横須賀トモダチジャズ2018

Yokosuka Sunday Street 2018 autumn

インスタ映えの決定版！ 猿島フォトスポットを巡ろう

2 / 5
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6 何もない 2018/12/07 19:57

7 ない 2018/12/07 18:33

8 ペリー祭 2018/12/06 11:02

3 / 5

キッズ18 横須賀市 高校生向け調査

※

 「『みんなの家』での行事」については、回答ページ上で選択肢の冒頭に表示されたため、回答数が上振れした可能性が想定される。

本報告では参考値として提示する。
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Q3 地域社会みんなで子どもの豊かな成長を応援する取り組みの一

環として、キッズウィーク期間中、高校生が横須賀市内の子ども

（幼稚園児、小学生、中学生）とともに参加するイベントに、どの

ようなものがあると良いと思いますか？ご自由にご記入ください。 
 

Answered: 63 Skipped: 108 

 

# 記述の内容 

1 横須賀海軍カレーを作って食べる会 

2 高校に招いて学校探検や部活動体験。 

3 わかりません 

4 高校生が横須賀市内の子供達に横須賀市を案内して周り、一緒に横須賀について深く知る。 

5 部活体験教室 

6 特になし 

7 サッカー 

8 ダンスイベント 

9 農業体験や収穫した作物を使っての料理教室 

10 合同文化祭 

11 オリエンテーリングとかキャンプとか 

12 映画鑑賞、ボーリング、バッティングなど 

13 遊園地 

14 ハロウィン 

15 一緒にダンスする。 

16 外国人と交流することができるイベント 

17 お神輿 

18 体験する遊び 

19 一緒にスポーツをして体を動かす 
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20 ヒーローショー 

21 カードゲーム大会 

22 一緒に何か同じ作業をする 

23 無料のもの！ 

24 スタンプラリー 

25 スタンプラリー 

26 老若男女、誰でも楽しめるような内容 

27 一緒にスポーツをする 

28 紙芝居大会 

29 お餅つき 

30 地域の活性化に繋がるのでとてもいいと思う。 

31 意見なし。 

32 高校生が下級生にダンスや吹奏楽などの指導をする。小さい子〜高校生が一緒になってお祭りに出店を出店する。 

33 年齢制限無しで皆んなが出来るスポーツ大会や職業体験の様なもの。 

34 テストが近いで遊ぶ暇などありません 

35 単発的なイベントの設定でも結果的に人員動員するようなイベントや行事になってしまうとやらされている感覚になってしまうようで勿体ないと思いま

す。難しい事だと思いますが継続的に接点を持ちお互いの成長が感じられるような継続的な活動を連携して行えると良いと思います。 

36 遊びながら学べるイベント。ものづくりや、お勉強など。 

37 フリーマーケット・ お笑い芸人ライブ 

38 園児や小学生に混じって個々に作品作り 

39 ハイキング、秋祭り 

40 運動不足解消のためのスポーツ大会 

41 得意分野の体験 

42 学校を休みにする 

43 公共施設のバックヤードツアーや刑務所など普段見ることができない場所の見学ツアー 
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44 食関係のイベント 

45 学校紹介、幼稚園や小学校に高校生があそびにいくなど 

46 学校と地域の交流が盛んになる様々なイベント。 

47 ないです 

48 地域が交流できるもの 

49 いいとおもう 

50 キャンプ？ 

51 親もこども(中 3まで)、どちらも楽しめるイベントを企画する。ex)お祭りなど 

52 もっと人がこれやすいところ 

53 一緒にスポーツをするとか 

54 クイズバトル 

55 一緒に体験出来るもの 

56 地域の活動などに参加することでいろいろな行事や楽しいことが増え家族で過ごす時間とうのは大事だと思うからです。 

57 特にない 

58 今んままでいいと思う 

59 乗り物フェスタ 

60 もっと広めるような広告があった方がいい 

61 アスレチックなどの運動のできる場所を設営すればいいと思う。 

62 eスポーツイベント 

63 キャンプ 
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平成 30 年 12 月 

横須賀総合高等学校 生徒の皆様 

経済産業省 

公益財団法人 日本交通公社 

横須賀市教育委員会 

キッズウィークに関するアンケート調査のお願い 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウ

ィーク関連調査事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、横須賀市教育

委員会と協力して実施するものです。 

キッズウィークに対する効果や課題を検証することを目的に、生徒の皆様を対象として、キッズウィーク当

日の過ごし方などについてご意見をお伺いいたします。調査は無記名で実施し、頂いた回答は個人が特定でき

ないよう、統計的な処理を行います。結果は上記の目的に限って使用いたしますので、ご回答いただいた皆様

にご迷惑をお掛けする事はございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解のうえ、調査にご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

敬具 

記 

アンケートへのご回答について 

・ 回答に要する時間は 3 分程度です。 

・ 本調査では、インターネット上で回答をお伺いします。 

お手持ちのスマートフォンまたはパソコンから右記 URL にアクセスいただき、

表示される質問にご回答をお願いいたします。QR コードを読み取ると、URL

を自動で取得することができます。 

・ 12 月 17 日（月）までに、回答ページでのご回答をお願いいたします。 

調査実施者 

・ 調査受託機関 （公財）日本交通公社 

・ お問合せ先 横須賀市教育委員会事務局 教育総務部教育政策課 

 TEL：046-822-9709 Mail：sc-real@city.yokosuka.kanagawa.jp 

キッズウィークとは 

キッズウィークとは、国において平成 30 年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出

することを目的に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の

確保などを官民一体となって推進する取り組みです。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることによ

り、繁忙期を避けて家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ご

し方が可能になるとともに、学校の代休日等に保護者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、

働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。一方で、保護者が休暇を取得できない、兄

弟姉妹の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用上の課題も指摘されています。 

横須賀市では「大人が子どもと共に地域で過ごす時間を大切にする」ことを要旨として、新たな休日を設

けず、地域で子どもの豊かな休日を応援するという視点から、平成 30 年 10 月 20 日（土）から 11 月 4 日

（日）にかけて『横須賀版キッズウィーク』を実施しました。 

 

http://qq4q.biz/N69s 
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三条市役所 現地説明会要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 07 月 06 日（金）14:00～15:15 

・ 会場 新潟県三条市役所  

参加者 

三条市教育委員会  1 名 

三条市経済部   1 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社     2 名 

資料 

三条市提供 

・ 資料 01 キッズウィークの設定について（三条市教育委員会） 

・ 資料 02   キッズウィーク導入に係る課題覚え書き（三条市教育委員会） 

・ 資料 03   H30 年度各学園のキッズウィーク期日設定（三条市教育委員会） 

・ 資料 04   2018（H30）燕三条産業カレンダー 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

打合せ要旨 

・ 三条市ではキッズウィークの導入を平成 29 年度から検討をしており、平成 30 年度から導

入をしている。 

・ キッズウィーク導入に関しては、市域全体で統一した形ではなく、学園ごとにそれぞれの地

区の特性・事情に合わせた導入とすることとした。市内の全 9 学園（小中一貫校）で導入し

ている。 

＊三条市では市内の小学校と中学校を中学校区域ごとに小中一貫校化している。 

・ 各学園に設置されている小中一貫教育推進協議会（自治会長や PTA 会長も参加）にて、そ

れぞれキッズウィークの設定を協議している。 

・ 次年度以降も同じ日取りで実施するわけではなく、検討していく課題である。 

・ 三条市教育委員会では 9 つの学園のうち、最後のキッズウィーク期間が終了した時点で保護

者や、可能であれば関係主体に対するアンケートを実施することは予定していた。 

・ キッズウィークをきっかけに地域の産業面と教育面の接点が出来、地場産業の向上にも繋が

ると思われる。 
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・ 産業界としては、雇用環境の改善が課題となっており年間休日の増加を目指しており、キッ

ズウィークに関する企業側の意向を把握することは、こうした課題に対する現状把握にも有

効である。 

・ 産業界では燕市と一体であるが（共通の産業カレンダーも作成）、教育界ではまだそうでは

ない。 

以 上  

 

 

三条市役所 打合せ 

実施概要 

・ 日時 2018 年 08 月 09 日（木）13:30～15:30 

・ 会場 新潟県三条市役所  

参加者 

三条市教育委員会 1 名 

三条市経済部   3 名 

公益財団法人 日本交通公社 3 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 打合せ次第 

・ 図表 調査対象者イメージと調査手法の整理 

・ 資料 24 調査表案（保護者向け） 

・ 資料 25 調査表案（事業主向け） 

・ 資料 26  調査表案（従業員向け） 

打合せ要旨 

（キッズウィーク全般について） 

・ 10 月 9 日にキッズウィーク（休日）を設けている、しただの郷学園では、特に祭りやイベン

トがあるわけでない。8 日（月）が休日であり、土日からの 3 連休につなげて 4 連休になる

形としている。 

・ 今年度は、各学園でキッズウィークの日にちを設定しているが、教育界からは市内一斉の日

にちにしてほしいという意見も出ている。これは、キッズウィークの休日を教員の一斉研修

の日に充てたいという考えのためである。しかし、三条祭に関係が薄い地区（さかえ学園、

しただの郷学園など）の保護者からは疑問の声もある。教育委員会としては、アンケート調
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査では、キッズウィークの日にちの設定を市内一斉にすることに対する、保護者や産業界の

意見を把握したい。 

（今後について） 

・ 保護者向けアンケート、教員向けアンケート、事業主・従業員向けのアンケートの修正案

を、8 月下旬を目途に、JTBF から三条市に送付し、再度確認をいただく。同時に配布・回

収方法の案もいくつか出し、保護者・教員向けアンケートについては教育委員会と、産業界

向けについては商工会議所・商工会と協議する。 

以 上  

 

 

三条市役所、三条教育委員会 アンケート調査結果報告 

実施概要 

・ 日時 2018 年 12 月 26 日（水）13:10～14:10 

・ 会場 新潟県三条市役所  

参加者 

三条市教育委員会 1 名 

三条市経済部   2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 三条市キッズウィークに関するアンケート調査結果（要旨）（保護者、教員、事業主） 

打合せ要旨 

（アンケート結果について） 

∙ 三条市はものづくりのまちであり、そのマインドを子ども達に感じてもらうために、親と子

が一緒に過ごす機会でもあるキッズウィークを有効に活用していければと思う。 

∙ 事業主の回収率からも、キッズウィークの認知度がまだまだであることが明らかに分かる。 

（次年度のキッズウィークの日取りについて） 

・ アンケート結果からは、保護者や教員側の意見としては、市内全域で統一の日取りよりも、

学園毎に日取りを決めたほうが良いということが把握できるが、商工会議所/商工会では次年

度の（産業カレンダー上の）休みを 5 月 15 日にするという意向が決まっている。 

・ 現状では、教育界では学園毎の裁量、産業界では市内全域で統一の 5/15 となっている。教育

界で、キッズウィークを学園毎の裁量で決めるとした場合に、産業界がそれをどう捉えるか

が気になる。 

223



・ 産業界での 5 月 15 日の休日は、キッズウィークの枠組みでの休日というよりも、働き方改革

の側面の方が強いと思われる。産業カレンダー上の 5 月 15 日の休みは休みとして、キッズ

ウィークは学園毎の裁量で決めるという方法で良いのではないか。 

以 上  

 

 

三条商工会議所、栄商工会、下田商工会 アンケート調査結果報告 

実施概要 

・ 日時 2018 年 12 月 26 日（水）14:30～16:30 

・ 会場 ①三条商工会議所（14:30～15:00）、 

②栄商工会（15:30～15:40） 

③下田商工会（16:10～16:30）  

参加者 

①三条商工会議所 1 名 

②栄商工会 1 名 

③下田商工会 1 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 三条市キッズウィークに関するアンケート調査結果（要旨）（保護者、教員、事業主） 

打合せ要旨 

・ アンケート結果要旨について JTBF より報告を行った。 

・ （JTBF）クロス集計などの要望があれば対応する。 

以 上  
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1 

 

2018 年 12 月 26 日 

（公財）日本交通公社 

 

キッズウィークに関するアンケート調査（保護者） 

調査結果（速報） 

 

 

調査概要 

 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備

事業（キッズウィーク関連調査事業）の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日

本交通公社が三条市の協力のもと、2018年度に新潟県三条市において実施されたキッズウィ

ークの取り組みに関して、同市内の小学校および中学校に通学する児童・生徒の保護者に

対するアンケートを実施したものである。 

 

 

1. 対象 

 

三条市内の計 9 つの学園属する市立小学校および中学校に通う全児童・生徒の保護者を

対象に調査を実施した。 

 

 

2. 回答実績 

 

調査案内および調査票の配布数 7,200 に対して、3,041 件の回収が得られた（回答率

42.2%）。3,041 件のうち、web 調査による回答は 547 件、紙調査による回答は 2,494 件で

あった。 

回収票から無効票を除いたうえで、統計的に十分な票数（1,500 票程度）を、配布数に

対する各学園の児童・生徒数構成比に準じて抽出し、1,503 票を集計・分析の対象とし

た。 

 

 

3. 有効回答数 

 

 本調査においては回答を list-wise（一部に無効回答が含まれる調査票であっても、調査

票自体は有効とする方法）によって処理し、すべての質問に対する回答が欠損している調

査票のみを無効とした。 
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2 

 

主要な結果 

キッズウィーク期間中に子どもと一緒に過ごせたか 

 キッズウィーク期間中に子どもと一緒に過ごすことが出来た親は約 38%、一緒に過

ごすことが出来なかった親は約 61%となった。 

 一緒に過ごすことが出来なかった理由としては「勤務シフトや忙しさのため」(約

36%)が最も多く、次いで「職場の雰囲気など気兼ね」(約 12%)となる。一方、一緒

に過ごすことが出来た親の多くは、「有給休暇や時間勤務など」を利用(約 15%)、又

は「元々勤務予定が無い／仕事をしていない」(約 15%)場合であった。 

 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（仕事を休んで）一緒に過ごすことが

できた。

一緒に過ごすことができなかった

キッズウィーク期間中に子どもと過ごせたか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

元々勤務予定のない日だった / 仕事を

していない。

有給休暇や時短勤務などを使って休ん

だ。

振替休日を使った。

勤務先が休業した。

その他

一緒に過ごせた方の仕事の休み方

0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤務シフトや忙しさのため、休めな

かった。

職場の雰囲気など気兼ねがあり、休

めなかった。

仕事は休んだが、祭りの関係で子ど

もと過ごすことが困難だった。

仕事は休んだが、やむをえない理由

で子どもと過ごすことが困難だった。

休もうと思えば休めたが、結局休まな

かった。

その他

一緒に過ごせなかった理由
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3 

 

キッズウィーク期間中の子どもの過ごし方 

 キッズウィーク期間中に子どもが一緒に過ごした人は「家族」(約 53%)が半数を超

え、次いで「その他」(約 26%)、「子どものみ（兄弟姉妹など）」(約 14%)となっ

た。「その他」の多くは、親族、友人、又は児童クラブや学校の先生と児童、とな

った。 

 キッズウィーク期間中に子どもが過ごした場所は、「近郊（三条市）」(約 50%)が最

も多く、次いで「自宅」(約 39%)となり、三条市外で過ごしたのは 1 割未満(約 8%)

となった。 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族と過ごした

子どものみで（兄弟姉妹など）

一人ですごした

わからない

その他

キッズウィーク当日のお子さんが一緒に過ごした人

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅で過ごした

近郊（三条市）

郊外（三条市外や県外）

わからない

その他

キッズウィーク当日のお子さんが過ごした場所
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4 

 

キッズウィークの認知度 

 キッズウィークの取り組みについて知っていた方は知らない方の割合を下回った。 

 本アンケート調査を実施する前から国が推進するキッズウィークの取り組みを知っ

ていた方は全体の約 36%（知らない方は約 59%）、三条市での取り組みについて知

っていた方は約 44%（知らない方は約 51%）である。 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

このアンケートに回答する前から、国が推進するキッズウィーク

の取り組みを知っていた

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

このアンケートに回答する前から、三条市が推進するキッズ

ウィークの取り組みを知っていた

228



5 

 

キッズウィークに望むこと 

 将来のキッズウィークに望むこととしては、市内または近郊での目的地となる場所

やイベント、特に親も子も楽しめるものや、親が休めない子どもも参加できるもの

が望まれていることが把握された。 

 

  

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1)まったく思わない

(2)思わない

(3)どちらでもない

(4)思う

(5)非常にそう思う

市内または近郊に、目的地となる場所やイベントなどがあれば

よい

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1)まったく思わない

(2)思わない

(3)どちらでもない

(4)思う

(5)非常にそう思う

親子がともに楽しめる場所や、参加できるイベントなどがあれ

ばよい

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1)まったく思わない

(2)思わない

(3)どちらでもない

(4)思う

(5)非常にそう思う

親が休めない子どもが参加できるイベントなどがあればよい
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1 

 

2018年10月吉日 

 

保護者 各位 

公益財団法人日本交通公社 

（協力：三条市） 

 

 

「キッズウィークに関するアンケート調査」へのご協力のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本アンケート調査は、経済産業省「平成29年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッ

ズウィーク関連調査事業）の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、三条市の協力もい

ただき、キッズウィークに対する効果や課題を検証するために、保護者の皆様に、キッズウィーク当日の過ごし方な

どについてご意見をお伺いするものです。 

なお、本調査は無記名で行い、ご回答いただきました内容につきましても統計的に処理をいたしますことから、個

人に関わる情報が公表されることは一切ございません。 

また、調査目的以外には一切使用せず、ご回答いただいた方にご迷惑をお掛けすることもございません。 

大変お忙しいところ恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。 

敬具 

 

記 

 

１．アンケートへのご回答について 

・回答に要する時間は、10分程度です。 

・インターネット上に回答用のフォームを設置しており、こちらからでも回答が可能です。 

右側のURLまたはQRコードからアクセスいただけます。質問は本紙と同様です。  

 

2. アンケートの回答期日について 

・本アンケートは、10月26日（金）までにご回答ください。 

  

3. アンケートのご提出方法について 

・お子さんを通じて本紙を学校にご提出ください。 

・上記のインターネット上の回答用ページからご回答いただいた場合は、調査票の提出は不要です。 

 

4.  キッズウィークについて 

・簡単なご説明を裏面に記載しておりますので、ご参照ください。 

 

5. アンケートに関するお問い合わせ先 

(調査受託機関）公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 

「キッズウィークに関するアンケート調査」事務局  

電話：03-5770-8430 FAX：03-5770-8359 E-mail：kids@jtb.or.jp 

HP：https://www.jtb.or.jp/ 

 

 

以上 

 

http://u0u1.net/MaDg 
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キッズウィークとは・・・ 

 

キッズウィークとは、国において平成30年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出

することを目的に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の

確保などを官民一体となって推進する取組です。 

キッズウィークの効果としては，これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることによ

り、繁忙期を避けて家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ご

し方が可能になるとともに、保護者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、働き方・休み方

改革が推進される等の効果が見込まれています。 

三条市では今年度よりキッズウィークが導入され、今年度は各学園でキッズウィーク休業日を以下のよう

に設定していました。 

 5月2日：瑞穂学園 

 5月15日：三条嵐南学園、一ノ木戸ポプラ学園、三条学園、四つ葉学園、大崎学園、三条おおじま学園 

 6月18日：さかえ学園 

 10月9日：しただの郷学園 
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ここからアンケート調査票になります。以下の1.~13.の設問にお答えください。 

キッズウィークに関するアンケート調査票 

1. ご回答を頂いている方についてお伺いします。該当する項目の □ に✓をご記入ください。 

・お子さんからみた関係： □ 父親 □ 母親 □ それ以外（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

・お子さんの学園：     □ 瑞穂学園     □ 三条嵐南学園  □ 一ノ木戸ポプラ学園   

□ 三条学園     □ 四つ葉学園   □ 大崎学園      

□ 三条おおじま学園   □ さかえ学園    □ しただの郷学園 

2. あなたはキッズウィーク期間中、お子さんと一緒に過ごすことができましたか。 

□ （仕事を休んで）一緒に過ごすことができた。    □ 一緒に過ごすことができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. あなたは、キッズウィーク休業日（お子さんの学校での設定日）当日は、どなたと過ごしましたか。当てはまるものをいく

つでもお選びください。 

□ 子どもを含む家族と過ごした  （例: 家族全員で旅行した） 

□ 子どもを含まない家族と過ごした （例: 子どもが自治体のイベントに参加したので、夫婦で外食した） 

□ 家族以外の人と過ごした  （例: 友人とスポーツに出かけた） 

□ 一人で過ごした 

□ その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

 

  

2-1. どのようにして仕事を休みましたか（回答は一つ）。 

 

□ 元々勤務予定のない日だった / 仕事をしていない。 

□ 有給休暇や時短勤務などを使って休んだ。 

□ 振替休日を使った。 

□ 勤務先が休業した。 

□ その他（_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

 

2-2. その理由は何でしょうか（回答は一つ）。 

 

□ 勤務シフトや忙しさのため、休めなかった。 

□ 職場の雰囲気など気兼ねがあり、休めなかった。 

□ 仕事は休んだが、祭りの関係で子どもと過ごす

ことが困難だった。 

□ 仕事は休んだが、やむをえない理由で子どもと

過ごすことが困難だった。 

□ 休もうと思えば休めたが、結局休まなかった。 

□ その他（_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 
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12.  今後の、三条市でのキッズウィークついてのあなたの考えをお教え下さい。 
 

（参考）今年度の、三条市でのキッズウィークの時期・期間、及び対象の学園 

 5月2日：瑞穂学園 

 5月15日：三条嵐南学園、一ノ木戸ポプラ学園、三条学園、四つ葉学園、大崎学園、三条おおじま学園 

 6月18日：さかえ学園 

 10月9日：しただの郷学園 

12-1.  キッズウィークの設定の仕方について、あなたの考えに最も近いものを一つお選びください。また、その理由につい

ても記載してください。 

□ ①市内全域で統一の日にちが良い。 

□ ②市内全域で統一の日にちではない方が良い。 

※②をお選びの方は、具体的なお考えについて、当てはまるものを全てお選びください。 

□ 地域（三条／栄／下田）で異なる日にちが良い。 

□ 学園で異なる日にちが良い。 

□ 小学生／中学生で異なる日にちが良い。 

□ その他（                              ） 
 

回答の理由 

 

 

 
 

12-2.  キッズウィークの期間の設定について、あなたの考えに最も近いものを一つお選びください。 

□ 年度に1回が良い。 

□ 年度内で複数回が良い。（例：学期ごとに一度、キッズウィークを設ける） 

□ その他（                                      ） 
 

12-3.  キッズウィークの期日の設定に対するあなたの考えに最も近いものを一つお選びください。 

□ 連休となるように設定した方が良い。 

□ 連休にこだわるのではなく、地域（地区）の事情（伝統行事やイベント等）にあわせた時期の方が良い。 

□ その他（                                      ） 
 

13.  その他、キッズウィーク事業に対するご意見やご要望、疑問に思う点について、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

本紙をこのままお子さんを通じて学校にご提出ください。 
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2018 年 12 月 26 日 

（公財）日本交通公社 

 

キッズウィークに関するアンケート調査（事業主） 

調査結果（速報） 

 

 

調査概要 

 

本調査は、本調査は、経済産業省「平成 29年度補正インバウンド型クールジャパンビジネ

ス環境整備事業（キッズウィーク関連調査事業）の一環として、同事業の受託機関である公益

財団法人日本交通公社が三条市の協力のもと、2018 年度に新潟県三条市において実施された

キッズウィークの取り組みに関して、同市内の事業主に対するアンケートを実施したもの

である。 

 

 

1. 対象 

 

三条市内の商工会議所および商工会の会員、計 3,120 件を対象に調査を実施した。 

 

 

2. 回答実績 

 

調査案内および調査票の配布数 3,120 に対して、129 件の回収が得られた（回答率

4.1%）。 

129 件のうち、web 調査による回答は 5 件、紙調査による回答は 124 件であった。 

 

※本調査においては回答を list-wise（一部に無効回答が含まれる調査票であっても、

調査票自体は有効とする方法）によって処理し、すべての質問に対する回答が欠損し

ている調査票のみを有効とした。 
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主要な結果 

 

キッズウィークの認知度 

 キッズウィークの取り組みについて知っていた方は知らない方の割合を下回った。 

 本アンケート調査を実施する前から国が推進するキッズウィークの取り組みを知っ

ていた方は全体の約 29%（知らない方は約 71%）、三条市での取り組みについて知

っていた方は約 28%（知らない方は約 72%）である。 
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4 

 

キッズウィークの設定の仕方 

 「市内全域で統一の日にちが良い」(約 54%)が「市内全域で統一の日にちでない方

が良い」(約 46%)をやや上回った。 
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キッズウィークの設定の仕方（市内全域で統一ではない方が良い場合） 

 「統一の日にちではない方が良い」場合の設定の仕方では、全体では「学園で異な

る日にちが良い」(52%)が最も多い意見となり、次いで「地域（三条／栄／下田）

で異なる日にちが良い」(38%)となり、「小学生／中学生で異なる日にちが良い」は

わずかとなった。 
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キッズウィークの期間設定 

 キッズウィークの期間設定に関しては、「年度に 1 回が良い」(約 60%)が「年度内に

複数回が良い」(約 24%)を大きく上回った。 
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キッズウィークの期日設定 

 キッズウィークの期日設定に関しては、全体では「連休にこだわるのではなく、地

域（地区）の事情（伝統行事やイベント等）にあわせた時期の方が良い」(約 70%)

が「連休となるように設定した方が良い」(約 21%)を大きく上回った。 
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7.  今後の、三条市でのキッズウィークついてのあなたの考えをお教え下さい。 
 

7-1.  キッズウィークの設定の仕方について、あなたの考えに最も近いもの１つをお選びください。また、その理由についても記

載してください。 

□ ①市内全域で統一の日にちが良い。 

□ ②市内全域で統一の日にちではない方が良い。 

※②をお選びの方は、具体的なお考えについて、当てはまるものを全てお選びください。 

□ 地域（三条／栄／下田）で異なる日にちが良い。 

□ 学園で異なる日にちが良い。 

□ 小学生／中学生で異なる日にちが良い。 

□ その他（                              ） 
 

回答の理由 

 

 

 
 

7-2.  キッズウィークの期間の設定について、あなたの考えに最も近いものを1つお選びください。 

□ 年度に1回が良い。 

□ 年度内で複数回が良い。（例：学期ごとに一度、キッズウィークを設ける） 

□ その他（                                      ） 

 

7-3.  キッズウィークの期日の設定に対するあなたの考えに最も近いものを１つお選びください。 

□ 連休となるように設定した方が良い。 

□ 連休にこだわるのではなく、地域（地区）の事情（伝統行事やイベント等）にあわせた時期の方が良い。 

□ その他（                                      ） 
 

8.  その他、キッズウィーク事業に対するご意見やご要望、疑問に思う点について、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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2018 年 12 月 26 日 

（公財）日本交通公社 

 

キッズウィークに関するアンケート調査（教員） 

調査結果（速報） 

 

 

調査概要 

 

本調査は、経済産業省「平成 29年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備

事業（キッズウィーク関連調査事業）の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日

本交通公社が三条市の協力のもと、2018年度に新潟県三条市において実施されたキッズウィ

ークの取り組みに関して、同市内の小学校および中学校の教員に対するアンケートを実施

したものである。 

 

 

1. 対象 

 

三条市内の計 9 つの学園属する市立小学校および中学校に通う全教員を対象に調査を実

施した。 

 

 

2. 回答実績 

 

調査案内および調査票の配布数 630 に対して、350 件の回収が得られた（回答率

55.6%）。 

350 件のうち、web 調査による回答は 46 件、紙調査による回答は 304 件であった。 

 

※本調査においては回答を list-wise（一部に無効回答が含まれる調査票であっても、

調査票自体は有効とする方法）によって処理し、すべての質問に対する回答が欠損し

ている調査票のみを無効とした。 
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主要な結果 

 

今年度の三条市のキッズウィークが「大人と子どもが共に過ごす時間の創出のために有効

であった」と思うか。 

 有効であったと「思う(約 31%)*」が「思わない(約 25%)**」をやや上回る結果とな

った。 

 「どちらでもない」という回答は最も多く全体の約 38%である。 

*「非常にそう思う」(約 6%)＋「思う」(約 25%) 

**「思わない」(約 21%）＋「まったく思わない」(約 4%) 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常にそう思う

思う

どちらでもない

思わない

まったく思わない

無回答

今年度の三条市のキッズウィークは「大人と子供が共に

過ごす時間の創出のために有効であった」
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今年度の三条市でのキッズウィークの「設定日や、その設定の仕方が適切であった」と思

うか。 

 適切であったと「思う(約 44%)*」が「思わない(約 18%)」を上回る結果となった。 

 「どちらでもない」という回答は最も多く全体の約 36%である。 

*「非常にそう思う」(約 10%)＋「思う」(約 34%) 

**「思わない」(約 13%）＋「まったく思わない」(約 4%) 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常にそう思う

思う

どちらでもない

思わない

まったく思わない

無回答

今年度の三条市のキッズウィークは「設定日や、その設定

の仕方は適切であった」
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1 

 

2018年10月吉日 

 

教員 各位 

公益財団法人日本交通公社 

（協力：三条市） 

 

「キッズウィークに関するアンケート調査」へのご協力のお願い 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本アンケート調査は、経済産業省「平成29年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウ

ィーク関連調査事業）の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、三条市の協力もいただき、

キッズウィークに対する効果や課題を検証するために、実施するものです。 

なお、本調査は無記名で行い、ご回答いただきました内容につきましても統計的に処理をいたしますことから、個人に

関わる情報が公表されることは一切ございません。 

また、調査目的以外には一切使用せず、ご回答いただいた方にご迷惑をお掛けすることもございません。 

大変お忙しいところ恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。 

敬具 

 

記 

 

１．アンケートへのご回答について 

・回答に要する時間は、10分程度です。 

・インターネット上に回答用のフォームを設置しており、こちらからでも回答が可能です。 

右側のURLまたはQRコードからアクセスいただけます。質問は本紙と同様です。  

 

2. アンケートの回答期日について 

・本アンケートは、10月26日（金）までにご回答ください。 

 

3. アンケートのご提出方法について 

・本紙を学校で集約のうえ、三条市教育委員会にご提出ください。 

・上記のインターネット上の回答用ページからご回答いただいた場合は、調査票本紙の提出は不要です。 
 
 

4.  キッズウィークについて 

・簡単なご説明を裏面に記載しておりますので、ご参照ください。 

 

5. アンケートに関するお問い合わせ先 

(調査受託機関）公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 

「キッズウィークに関するアンケート調査」事務局  

電話：03-5770-8430 FAX：03-5770-8359 E-mail：kids@jtb.or.jp 

HP：https://www.jtb.or.jp/ 

 

 

以上 

  

http://u0u1.net/MaDd 
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キッズウィークとは・・・ 

 

キッズウィークとは、国において平成30年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出す

ることを目的に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確保

などを官民一体となって推進する取組です。 

キッズウィークの効果としては，これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることによ

り、繁忙期を避けて家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ごし

方が可能になるとともに、保護者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、働き方・休み方改革

が推進される等の効果が見込まれています。 

 

三条市では今年度よりキッズウィークが導入され、今年度は各学園でキッズウィーク休業日を以下のように

設定していました。 

 5月2日：瑞穂学園 

 5月15日：三条嵐南学園、一ノ木戸ポプラ学園、三条学園、四つ葉学園、大崎学園、三条おおじま学園 

 6月18日：さかえ学園 

 10月9日：しただの郷学園 
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4 
 

4.  今後の、三条市でのキッズウィークついてのあなたの考えをお教え下さい。 
 

（参考）今年度の、三条市でのキッズウィークの時期・期間、及び対象の学園 

 5月2日：瑞穂学園 

 5月15日：三条嵐南学園、一ノ木戸ポプラ学園、三条学園、四つ葉学園、大崎学園、三条おおじま学園 

 6月18日：さかえ学園 

 10月9日：しただの郷学園 

4-1.  キッズウィークの設定の仕方について、あなたの考えに最も近いものを１つお選びください。また、その理由についても記

載してください。 

□ ①市内全域で統一の日にちが良い。 

□ ②市内全域で統一の日にちではない方が良い。 

※②をお選びの方は、具体的なお考えについて、当てはまるものを全てお選びください。 

□ 地域（三条／栄／下田）で異なる日にちが良い。 

□ 学園で異なる日にちが良い。 

□ 小学生／中学生で異なる日にちが良い。 

□ その他（                              ） 
 

回答の理由 

 

 

 
 

4-2.  キッズウィークの期間の設定について、あなたの考えに最も近いものを1つお選びください。 

□ 年度に1回が良い。 

□ 年度内で複数回が良い。（例：学期ごとに一度、キッズウィークを設ける） 

□ その他（                                      ） 

 

4-3.  キッズウィークの期日の設定に対するあなたの考えに最も近いものを１つお選びください。 

□ 連休となるように設定した方が良い。 

□ 連休にこだわるのではなく、地域（地区）の事情（伝統行事やイベント等）にあわせた時期の方が良い。 

□ その他（                                      ） 
 

5.  その他、キッズウィーク事業に対するご意見やご要望、疑問に思う点について、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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白川村（教育委員会、白川郷学園） 現地説明会要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 06 月 12 日（火）13:30 - 15:00 

・ 会場 白川村役場 会議室 

参加者 

白川村教育委員会事務局長 1 名 

白川郷学園        2 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社     2 名 

資料 

白川村教育委員会、白川郷学園提供 

・ 資料 01   白川郷学園キッズウィークについて 

・ 資料 02 「ふるさと白川郷ウィーク」について（Q&A）（保護者向け） 

・ 資料 03 白川郷学園パンフレット 

・ 資料 04 白川郷学園パワーアップ 

・ 資料 05 動きだそう！白川びととして（学校運営協議会発行） 

・ 資料 06 ふるさと学習年間カリキュラム 

・ 資料 07 白川郷学園年間計画 

・ 資料 08 学園「新聞・広報等」掲載ダイジェスト 

・ 資料 09     どぶろく祭パンフレット 

JTBF 提供 

・ 資料 11 打合せ次第 

・ 資料 12 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

打合せ要旨 

・ 白川村では、今年度よりキッズウィークを導入することが確定している。白川村では、「ふ

るさと白川郷ウィーク」としている。 

・ 実施主体は村立白川郷学園、教育委員会が役場や議会との調整役となっている。 

・ キッズウィーク導入の一番の目的は子供達に深い学びの機会を与えることである。これまで

「ふるさと学習」をカリキュラムに取り入れてきたが、キッズウィークを導入し、ふるさと

教育をより発展させる、より深い学習を与えられるようにしたいと考えている。これまでは

村民学（≒地域学）を中心としてきたが、キッズウィーク導入を機会に子供達の視野を地域

外へ向けることも考えていきたい。 
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・ どぶろく祭の期間（9 月、10 月）をキッズウィーク（白川村では白川郷ふるさとウィークと

している）とし、小中学校を休日とする予定である。対象は村内の 4 つの地区のどぶろく祭

である。 

＊キッズウィーク休業日：9 月：25 日（月）・26 日（火）（日曜日とあわせて 3 連休）。

10 月：15 日（月）～19 日（金）の 5 日間を休日（前土曜、後土日とあわせて 8 連

休）（資料 1、7）。 

・ キッズウィーク推進協議会の機能は、既存の学校運営協議会が担っているといえる。キッズ

ウィークに関する第 1 回協議会は 6 月 19 日を予定している。 

・ 3 月、4 月にも保護者等を対象に（土曜の会の時間を活用し）、キッズウィークに対する説明

会を実施済み。そのうえで、保護者等からキッズウィークに対する質問等を収集し Q&A

（資料 2）を発行した。第 2 号は 7 月 4 日に発行したいと考えている。キッズウィーク実施

までに 3 号までを発行したい意向である。 

・ キッズウィーク関連調査事業（経産省）について、学園としては、キッズウィーク実施後に

アンケート調査を実施したい。 

以 上  

 

 

白川村 現地打合せ 

実施概要 

・ 日時 2018 年 08 月 03 日（金）13:30～15:30 

・ 会場 岐阜県白川村役場 会議室 

参加者 

白川村教育委員会事務局長  1 名 

白川郷学園         1 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

白川村提供 

・ 資料 01_保護者向け「ふるさと白川郷ウィーク」について「Q&A 集 Part②」 

JTBF 提供 

・ 第 2 回打合せ次第 

・ 図表_キッズウィークに関するアンケート調査の対象者イメージと調査手法の整理（案） 

・ 資料 24_キッズウィークに関するアンケート調査票（案）保護者向け 

・ 参考_各校配布説明書案 

・ 参考_保護者配布プリント案 
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打合せ要旨 

（キッズウィークに関する最近の取り組みについて） 

・ 第１回訪問（6 月 12 日）の後、白川村では保護者向けのキッズウィークに関する Q&A 集を

2 回発行、6 月 19 日には学校運営協議会「地域活動部」による「拡大会議」を開催した。拡

大会議には、各地区の区長、氏子総代、社会教育団体の方々も含め約 70 名が参加した。 

・ 初めての取り組みであることに加え、村の方々は非常にまじめなため、キッズウィークに対

する不安があることも事実である。心配ごとにも大きく分けて 2 タイプあり、（祭りの期間

は特に忙しいので）子ども達に十分な対応が出来ないのではないかという“前向きな心配

事”と、子どもが休みになると仕事を休まなければならないという“後ろ向きな心配事”で

ある。前者の具体例としては「他地区の祭りに行く「交通手段」」「他地区の祭りへの参加」

「子どもたちの対応」「学習課題の与え方」「安全面」等が、「拡大会議」でも出された。こ

うした課題への対応は学園側でも検討しており、次号の Q&A 集で伝える予定である。 

・ キッズウィークに向けて子ども達は、夏休みの登校日を活用してキッズウィーク期間中の計

画表を自分自身で作成する予定である。その他、学園では「期間中（例祭中）の生活（安全

面）」、「課題や調べ学習」等に関するプリントも作成し、子ども達及び保護者に対して配布

する予定である。 

・ キッズウィーク終了後には、期間中に子ども達が撮影した写真展や、子ども達自身が設定し

た課題とその取り組み成果に対する表彰も行う予定である。 

・ 8 月下旬～9 月上旬には、先述のキッズウィークに関する「拡大会議」を開催する予定であ

る。この場では、6 月の会議で出された課題にどのように対応するかという点についても触

れなくてはと考えている。 

・ キッズウィーク期間中の平日は学園の教員が、学園に 2 名、神社に 2 名体制で対応する予定

である。 

（アンケート調査について） 

・ アンケート調査対象は、子ども、保護者、教育界、地域団体とし、そのうち子どもと教員に

対するアンケート調査票は学園で作成する。保護者、教育委員会、地域団体に対する調査票

は学園と協議のもとで JTBF が主となり作成する。 

・ 地域団体は、キッズウィークに対する関りから、学校運営協議会とその他地域団体の 2 タイ

プに分かれる（調査票も別）。 

・ 保護者に対するアンケートについては、「“子どものために”休みが取れたか」ということを

軸に修正をする。 

・ 保護者向けの配布プリント「キッズウィークに関するアンケート調査のお願い」及び「保護

者様からの問い合わせに対する想定問答」、学校向け説明書「キッズウィークに関するアン

ケート調査の実施概要説明書」については問題なしで、ほぼ同様の内容で学園にて活用す

る。 

・ 地域団体に対するアンケートは、回答者の年代等も考慮し、紙での実施とする。 

・ アンケート対象者数はそれぞれ、子ども約 150 人、保護者約 80 人、地域団体約 100 人、教

育界（教育委員会、教員）約 50 人である。 

・ アンケート設問項目は 8 月中には確定し、最初のキッズウィークが始まる 9 月 25 日の 10 日

前 9 月 15 日頃には配布をしたい。 

以 上  
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白川村 現地打合せ 

実施概要 

・ 日時 2018 年 10 月 16 日（火）13:20～14:20 

・ 会場 岐阜県白川郷学園 

参加者 

白川村学園 2 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社     4 名 

資料 

白川村提供 

・ 資料 01  白川郷学園パンフレット 

・ 資料 02  平成 30 年度白川郷学園「新聞・広報等」掲載ダイジェスト「地域の発信 8～9 月

版」 

・ 資料 03 「ふるさと白川郷ウィーク Q&A」4（直前号②） 

・ 資料 04 平成 30 年度鳩谷八幡神社御神幸順序予定表 

JTBF 提供 

・ 資料 11  白川村現地調査行程 

打合せ要旨 

【10/16-17 ふるさと白川郷ウィーク、及び現地調査につい】[白川郷学園より情報共有] 

・ 昨年度までとの違いは、キッズウィークを導入したことにより、子ども達が自分達の住む地

区とは別の地区のどぶろく祭を見に行けることである。同じ村内でも４つの祭で獅子舞等も

それぞれ異なるところがある。 

・ 昨年度までは 9 年生は祭に参加していなかったが、今年度からは「ふるさと白川郷ウィー

ク」として 9 年生も参加することになるため、新たにそのための役割（旗持ち等）を設けた

りもしている。 

・ ふるさと白川郷ウィーク期間中の課題学習として、他地区のどぶろく祭を調査する子ども達

もいる（９月の平瀬地区の祭では、そうした様子も見られ新聞にも掲載された）。 

・ 期間中は、課題学習をする子ども達もいれば、学園で自習をする子ども、その他家で休む子

ども等もいる。 

・ 10 月 16 日の神社での振舞や民謡では、子ども達の出番もある。その様子を課題学習として

見学にくる他地区の子ども達もいると思われる。 

・ 祭では学園の教員が、神社に 2 名、学園に 2 名体制で対応するようにしている。 

・ ふるさと白川郷ウィーク期間は教員も休み扱いになるため、その間に研修を受けたり、村外

の視察に行ったりするなど、有効に活用しようとしている。 
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【9 月のふるさと白川郷ウィークについて、その他村での動き】[白川郷学園より情報共有] 

・ 保護者からは「子ども達の休みが増えて大変」という意見も少なからずある。 

・ こうした意見も出て来ているのは事実であるが、今年度は課題の抽出と次年度に向けた改善

策の検討をする段階だと考えている。アンケートもそのために有効である。 

・ 総代や氏子等の方々のなかには、他の地区の子ども達がくるということ等の新しい状況に対

して、まだ戸惑いがある人もいる。 

・ 村議会に対しては、教育委員会から「ふるさと白川郷ウィークに関するアンケート」を実施

する旨を報告し、承認を得ている。 

・ 「ふるさと白川郷ウィーク」に関して、村の「議会だより」「広報しらかわ」にも情報掲載

をして村民に浸透していくようにしている。 

以 上  
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白川村 調査結果報告・打合せ 

実施概要 

・ 日時 2019 年 1 月 7 日（月）14:30 -16:00 

・ 会場 白川村役場 会議室 

参加者 

白川村教育委員会 1 名 

白川郷学園    2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

[JTBF] 

・ 打合せ次第 

・ キッズウィークに関するアンケート調査 保護者向け調査結果（要旨） 

・ キッズウィークに関するアンケート調査 教育委員会・地域団体向け調査結果（要旨） 

・ キッズウィークに関するアンケート調査 保護者向け調査結果（全データ） 

・ キッズウィークに関するアンケート調査 教育委員会・地域団体向け調査結果（全データ） 

・ キッズウィークに関するアンケート調査票（保護者向け、及び教育委員会・地域団体向け） 

・ 「(仮称)キッズウィーク推進シンポジウム」開催概要（素案） 

[白川村] 

 01 平成 30 年度白川郷学園「ふるさと白川郷ウィーク」アンケート調査票 

 02 平成 30 年度白川郷学園「ふるさと白川郷ウィーク」アンケート結果 

 03 村民文化祭、公表会 写真 

 04 岐阜新聞 11/25 記事 

 05 岐阜新聞 12/28 記事 

打合せ要旨 

・ アンケート結果は実情に沿ったものだと思われる。今年度は取り組み初年度であるため、

保護者や地域側がキッズウィーク期間中の過ごし方に慣れていなかった。 

・ 今後は、保護者及び地域側に対しても説明の機会を設けていく必要があると思われる。 

・ 次年度の白川村のキッズウィークは今年度と同様の期日・期間で実施する予定。期間中の

子ども達の受け皿についても検討していく。 

以 上  
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2019 年 1 月 7 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

保護者向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

白川郷学園に通う児童・生徒の保護者を対象に調査を実施した。 

2. 回答実績 

調査案内および調査票の配布数 80 に対して、49 件の回答が得られた。配布数に対する回答率

は、61.3%となった。49 件のうち、web 調査による回答は 29 件、紙調査による回答は 20 件であ

った。 

結果 

1. 回答者プロフィール 

子どもからみた関係は、回答者の 83.7%が母親、14.3%が父親であった。 

年齢は 40 代がもっとも多く、58.3%を占めた。次いで 30 代が 35.4%を占めた。 
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2 

 

2. 主要な設問の回答 

 1) 当日子どもと過ごすことが出来たか 

回答者のうち、前期では約 42%、後期では約 67%が、ふるさと白川郷ウィークの何れかの日

に、子どもと一緒に過ごすことが出来たと回答している。一方で、いずれの日も子どもと一緒に

過ごすことが出来なかった回答者は、前期では 54.4%、後期では 21.7%であった。 

後期は、日曜日が含まれていたことや期間が前期と比較して長期であることも影響していると

考えられる。 

子どもと一緒に過ごす日をつくれなかった理由としては、前期・後期ともに「勤務シフトや忙

しさのため、仕事を休めなかった」が最も多く、次いで「祭りの関係で子どもと過ごすことが難

しかった」となった。 

 

 

  

271



3 
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2) ふるさと白川郷ウィーク期間中の子どもの過ごし方 

ふるさと白川郷ウィーク期間中に子どもが過ごした相手／場所は、前期・後期ともに「保護者を

含む家族・親族と」「自宅」または「神社」で過ごす場合が上位、次いで「友人と」「神社」で 

過ごす、「一人で」「自宅」で過ごす場合が多かったことが分かる。 

 

[前期] 

 

[後期] 

 

  

n % n % n % n % n % n %

1. 保護者を含む家族･親族と 25 53.19% 2 4.26% 19 40.43% 1 2.13% 3 6.38% 2 4.26%

2. 子どものみで（兄弟姉妹など） 8 17 02% 0 0.00% 3 6.38% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.00%

3. 友人と 0 0 00% 3 6.38% 12 25.53% 2 4.26% 1 2.13% 1 2.13%

4. 一人で 11 23.40% 1 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.26%

5. わからない・その他 1 2.13% 0 0.00% 2 4.26% 1 2.13% 0 0.00% 2 4.26%

6. わからない・その他1. 自宅 2. 友人宅 3. 神社 4. 学園･保育園 5. 村外

ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ % ｎ %

1. 保護者を含む家族･親族と 24 51.06% 3 6.38% 24 51.06% 3 6.38% 6 12.77% 1 2.13%

2. 子どものみで（兄弟姉妹など） 9 19.15% 0 0.00% 5 10.64% 1 2.13% 0 0.00% 1 2.13%

3. 友人と 1 2.13% 4 8.51% 17 36.17% 2 4.26% 0 0.00% 1 2.13%

4. 一人で 17 36.17% 1 2.13% 2 4.26% 1 2.13% 0 0.00% 2 4.26%

5. わからない・その他 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 2 4.26% 0 0.00% 1 2.13%

5. 村外 6. わからない・その他1. 自宅 2. 友人宅 3. 神社 4. 学園･保育園
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3)キッズウィークの認知度 

国の施策について知っていた回答者は全体の 38.8%、白川村での取り組みについて知っていた回

答者は全体の 83.7%であった。 

白川村での周知の取り組みが反映されていることが伺える。 

 

 

[このアンケートに回答する前から、国が推進するキッズウィークの取り組みを知っていた] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[このアンケートに回答する前から、白川村が推進するキッズウィーク（ふるさと白川郷ウィー

ク）の取り組みを知っていた。] 
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4) ふるさと白川郷ウィークの総合評価 

賛成の意向（「非常にそう思う」(8.3%)、「思う」(4.2%)）が、非賛成の意見（「まったく思わな

い」(31.3%)、「思わない」(25.0%)）を大きく下回る結果となったが、「どちらでもない」が

31.3％と、強い非賛成の意見「まったく思わない」と同率を占めている。 

自由記述において、「期間が長すぎる」「どぶろく祭りの期間中は仕事を休むことが困難」とい

ったいくつかの理由が多く指摘された。 
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5) 実施日数と時期 

実施日数は「今年度よりも日数が少なければ良い」(53.2%)という回答が多く、「今年度よりも

多ければ良い」との回答はゼロであった。 

実施時期は「今年度と同じ時期が良い」(56.1%)が、「今年度と異なる時期が良い」(43.9%)を上

回った。具体的な実施時期については、「祭りや観光シーズンは外してほしい」という回答がみら

れた。 
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平成 30 年 11 月 

保護者の皆様 

経済産業省        

公益財団法人日本交通公社 

（協力：白川村教育委員会 / 白川郷学園） 

 

キッズウィークに関するアンケート調査のお願い 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウィーク関連調査

事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、白川村のご協力を頂いて実施するものです。 

キッズウィークに対する効果や課題を検証することを目的に、保護者の皆様を対象として、キッズウィーク当日の過ごし方

などについてご意見をお伺いいたします。調査は無記名で実施し、頂いた回答は個人が特定できないよう、統計的な処理を行

います。結果は上記の目的に限って使用いたしますので、ご回答いただいた皆様にご迷惑をお掛けする事はございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解のうえ、調査にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

回答について 

・ 回答に要する時間は10分程度です。 

・ インターネット上に回答ページを設置しております。右下のURLまたはQRコードからアクセスいただけます。質問の

内容は、紙の調査票（本紙）と同一です。 

・ 回答ページから回答いただいた場合、紙の調査票（本紙）の提出は不要です。 

回答期限 

・ 11月30日（金）までに、ご回答をお願いいたします。 

紙の調査票で回答された場合は、期日までに本紙を担当（中村副校長先生）にご提出くださ

い。 

調査に関するお問い合わせ先（調査受託機関） 

・ 公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 担当：小坂、岩崎 

電話：03-5770-8430 E-mail：kids@jtb.or.jp 

キッズウィークとは 

キッズウィークとは、国において平成 30 年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出することを目的

に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確保などを官民一体となって推

進する取組です。白川村では、白川村でのキッズウィークを「ふるさと白川郷ウィーク」と位置づけ、白川村ならではのキ

ッズウィークを目指して取組を進めてきました。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることにより、繁忙期を避け

て家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ごし方が可能になるとともに、保護

者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。

一方で、「子どもが一人で家にいることになるのではないか」といった不安の声や、保護者が休暇を取得できない、兄弟姉妹

の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用上の課題も指摘されています。 

回答ページ 

 

http://urx.blue/Nygg 

277



ここからアンケート調査票になります。以下の 1.～12.の設問にお答えください。 

回答者様ご自身についてお伺いします。 

１. 差し支えない範囲で、該当する項目の □ に✓をご記入ください（回答はそれぞれ一つ）。 

・お子さんとの関係：  □ 父親 □ 母親 □ それ以外（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

・年齢：            □ 20-29歳   □ 30-39歳   □ 40-49歳   □ 50-59歳   □ 60歳以上 

・お住まいの地区：  □ 荻町   □ 平瀬   □ 鳩谷   □ 飯島  □ その他（           ） 

・保護者として：    □ 共働きである      □ 専業主夫 / 主婦である      □ 一人親である 

 

２. ふるさと白川郷ウィークの期間中（以下）、あなたがお子さんと過ごすことが出来た日の□ に✓をご記入ください。（回答

はいくつでも） 

＊祭への出役のために仕事を休むなど、必ずしもお子さんと過ごすことが目的でない場合は、除外して下さい。 

［前期］ 

 □ 9月25日（月） □ 9月26日（火） □なし 

［後期］ 

  □ 10月14日（日） □ 10月15日（月） □ 10月16日（火） □ 10月17日（水） □ 10月18日（木） 

  □ 10月19日（金） □なし 

3.  何らかの理由で、ふるさと白川郷ウィークをお子さんと一緒に過ごせなかった方もいらっしゃると思います。お子さんと過ごす日

をつくれなかった方は、その理由として最も近いものを、前期と後期それぞれの期間について一つずつお選びください。 

 ［前期］（9月25日～26日） 

□ 勤務シフトや忙しさのため、仕事を休めなかった。 

□ 職場の雰囲気など気兼ねがあり、仕事を休めなかった。 

 □ 仕事を休もうと思えば休める日があったが、結局休まなかった。 

 □ 祭りの関係で子どもと過ごすことが難しかった。 

  □ やむをえない理由で子どもと過ごすことが難しかった。 

 □ その他 

 ［後期］（10月14日～21日） 

□ 勤務シフトや忙しさのため、仕事を休めなかった。 

□ 職場の雰囲気など気兼ねがあり、仕事を休めなかった。 

 □ 仕事を休もうと思えば休める日があったが、結局休まなかった。 

 □ 祭りの関係で子どもと過ごすことが難しかった。 

  □ やむをえない理由で子どもと過ごすことが難しかった。 

 □ その他 
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2. 主要な設問の回答 

 1) ふるさと白川郷ウィークとの関わり 

「キッズウィーク前から期間中にかけて、所属する団体の一員としてサポートした」(45.7%)と

いう回答者が最も多く、次いで「キッズウィーク中の子どもたちには、特に関わらなかった」

(28.6%)となった。 
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2) キッズウィークの認知度 

国の施策について知っていた回答者は全体の 65.7%、白川村での取り組みについて知っていた回

答者は全体の 82.9%であった。 

 

[このアンケートに回答する前から、国が推進するキッズウィークの取り組みを知っていた] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[このアンケートに回答する前から、白川村が推進するキッズウィーク（ふるさと白川郷ウィー

ク）の取り組みを知っていた。] 
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4) ふるさと白川郷ウィークの総合評価 

ふるさと白川郷ウィークの推進について「どちらでもない」(40.0%)が最も多くを占め、次いで

「賛成だと思う」(34.3%)という回答が多かった。 

賛成の意向（「非常にそう思う」(20.0%)、「思う」(34.3%)）が、非賛成の意見（「まったく思わ

ない」(2.9%)、「思わない」(2.9%)）を上回り、賛成の意向が少なかった保護者を対象にした調査

結果とは対照的であった（ただし、本調査結果はサンプル数が少ないことに注意）。 
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5) 実施日数と時期 

実施日数は「今年度と同程度の日数で良い」(60.0%)という回答が最多で、次いで「今年度より

少ない日数の方が良い」(31.4%)となり、「今年度よりも日数が少なければ良い」という回答が過

半数を占めた保護者を対象にした調査とは異なる結果となった。 

実施時期は「今年度と異なる時期が望ましい」という回答はゼロであり、「今年度と同じ時期が

望ましい」という回答が 88.2%を占めた。保護者の約４割が「今年度と異なる時期が良い」と回

答しており、これも両者で異なる結果となった。 

 

[実施日数] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実施時期] 
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平成 30 年 11 月 

地域の皆様 

経済産業省        

公益財団法人日本交通公社 

（協力：白川村教育委員会 / 白川郷学園） 

 

キッズウィークに関するアンケート調査のお願い 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウィーク関連調査

事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、白川村のご協力を頂いて実施するものです。 

キッズウィークに対する効果や課題を検証することを目的に、地域団体・組織に所属されている皆様及び教育委員会の皆様

を対象として、キッズウィーク事業に対するご意見などをお伺いいたします。調査は無記名で実施し、頂いた回答は個人が特

定できないよう、統計的な処理を行います。結果は上記の目的に限って使用いたしますので、ご回答いただいた皆様にご迷惑

をお掛けする事はございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解のうえ、調査にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

回答について 

・ 回答に要する時間は10分程度です。 

・ インターネット上に回答ページを設置しております。右下のURLまたはQRコードからアクセスいただけます。質問の

内容は、紙の調査票（本紙）と同一です。 

・ 回答ページから回答いただいた場合、紙の調査票（本紙）の提出は不要です。 

回答期限 

・ 11月30日（金）までに、ご回答をお願いいたします。 

紙の調査票で回答された場合は、期日までに本紙を担当（中村副校長先生）にご提出くださ

い。 

調査に関するお問い合わせ先（調査受託機関） 

・ 公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 担当：小坂、岩崎 

電話：03-5770-8430 E-mail：kids@jtb.or.jp 

キッズウィークとは 

キッズウィークとは、国において平成 30 年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出することを目的

に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確保などを官民一体となって推

進する取組です。白川村では、白川村でのキッズウィークを「ふるさと白川郷ウィーク」と位置づけ、白川村ならではのキ

ッズウィークを目指して取組を進めてきました。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることにより、繁忙期を避け

て家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ごし方が可能になるとともに、保護

者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。

一方で、「子どもが一人で家にいることになるのではないか」といった不安の声や、保護者が休暇を取得できない、兄弟姉妹

の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用上の課題も指摘されています。 

 

回答ページ 

 

http://urx.blue/Nygx 
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鈴鹿市教育委員会 現地説明要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 05 月 23 日（水）14:00 - 14:40 

・ 会場 鈴鹿市役所本館 11F 教育委員会事務局 打合せスペース 

参加者 

鈴鹿市教育委員会 2 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

打合せ要旨 

・ 鈴鹿市教育委員会事務局に対して事業概要を説明し、主に学校側の立場から、キッズウィー

クをとりまく状況を伺った。 

・ 鈴鹿市内には公立の小中学校が 40 校程度存在し、本年度中にキッズウィークによる休日を

実施予定。夏休み中の 1 日を登校日とし、振替休日を 10 月上旬に設定する方式。 

・ 40 校のうち多数は 10/05（金）を休日とし、10/08（月）までの 4 連休とする。一部の学校

では 10/09（火）を休日とし、10/06（土）からの 4 連休として設定する事例もある。 

以 上  
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鈴鹿市総合政策課 現地説明要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 05 月 23 日（水）14:50 - 15:50 

・ 会場 鈴鹿市役所本館 6F 総合政策課 打合せスペース 

参加者 

鈴鹿市 1 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

打合せ要旨 

・ 総合政策課に事業概要を説明の上、キッズウィークをとりまく状況について伺った。 

・ キッズウィーク総合推進会議においては鈴鹿市長から積極的な発言があった一方で、鈴鹿市

内においては町内会、産業界、保護者等への対応を検討しているところである。 

・ 今年度の実施事業としてはアンケート等が想定されるが、全市的な取り組みとして実施する

というよりは、教育委員会が保護者に対して、産業政策課が事業者に対して、といった形

で、各々の部局が主体となって試行的に実施するような形式が想定される。 

以 上  

 

 

  

294



鈴鹿市 キッズウィーク現地打ち合わせ 

実施概要 

・ 日時 2018 年 09 月 27 日（木）10:15 - 12:00 

・ 会場 鈴鹿市役所 

参加者 

鈴鹿市 3 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 01 鈴鹿市第 2 回次第 

・ 資料 02   鈴鹿市「キッズウィークに関するアンケート調査」：今後の進行予定 

・ 資料 03 鈴鹿市ヒアリングについて（9 月 27 日） 

・ 資料 04 キッズウィークに関するアンケート調査票（案）保護者向け～鈴鹿版～ 

・ 資料 05 キッズウィークに関するアンケート調査票（案）従業員向け～鈴鹿版～ 

打ち合わせ要旨 

・ アンケートについて、表記の修正依頼があった。 

・ キッズウィーク当日の視察については、大半が市外からの来訪者なので、保護者へのヒアリ

ングは難しいのではないか。ヒアリングではなく、市内を周遊して視察するという形がよい

のではないか。 

以 上  
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鈴鹿市キッズウィーク当日 現地調査実施報告 

実施概要 

・ 日時 2018 年 10 月 4 日（木）- 5 日（金） 

・ 会場 三重県鈴鹿市 

参加者 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

現地調査要旨 

・ 2018 年 10 月 5 日或いは 8 日に実施されたキッズウィークに際して、現地調査を行った。 

・ 行程は以下のとおり。 

10/04 

（木） 

10:09 着 白子駅 

10:30 頃 白子駅→鈴鹿サーキット（市営バス或いは専用シャトルバス） 

10:49 着 鈴鹿サーキット 

11:30 - 12:30 鈴鹿サーキット現地調査（木曜キッズピットウォーク等） 

14:00 - 15:00 白子駅周辺現地調査 

泊）ホテル名古屋ガーデンパレス（名古屋） 

10/05 

（金） 

10:09 着 白子駅 

10:15 - 11:15 白子駅視察 

11:30 頃 白子駅→鈴鹿サーキット（市営バス或いは専用シャトルバス） 

11:55 - 15:30 鈴鹿サーキット現地調査（フリー走行、トークショー等） 

16:00 - 16:30 鈴鹿サーキット現地調査（練習走行）* 

*状況をみて、白子駅現地調査に切り替え 

15:30~16:30 頃 鈴鹿サーキット→白子駅（市営バス又は専用シャトルバス） 

16:00~17:00 頃 白子駅解散  

 

まとめ 

・ F1 会場では、子供連れの家族を多く確認した。 

・ なお、12 月 6 日の F1 担当課（鈴鹿市産業振興部 地域資源活用課）へのヒアリングでは、

「子供が多くいたのは、子供の入場料が無料になったためではないか」とのことであった。 

・ また、F1 担当課によれば、「住民向けの席も 200 席ほど空いており、キッズウィークの実施

によって住民参加が特に多くなったことはないのではないか」とのことであった。 

・ 白子駅周辺では、大きな荷物を持って出かけていく家族を何組か確認した。キッズウィーク

による 3 連休を利用して市外へ旅行に出かける家族だと思われる。 

・ 白子駅周辺にあるイオンモールでは、子供連れで買い物に訪れる家族の姿が確認できた。 

以 上  
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鈴鹿市地域資源活用課 ヒアリング要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 12 月 06 日（木）14:00 - 15:30 

・ 会場 鈴鹿市役所 

参加者 

鈴鹿市 2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 次第 

・ キッズウィーク関連事業について 

鈴鹿市提供 

・ 鈴鹿 F1 日本グランプリ地域活性化協議会について 

・ 2018 年おもてなし事業について 

打合せ要旨 

・ 鈴鹿市では今年度、F1 当日にキッズウィークを当てたが、特に当日はイベントを実施した

わけではない。 

・ 子供が休めたとしても、親が休めなければ F1 に参加することは難しい。勤務先への周知が

必要となるのではないか。 

・ F1 をテーマにキッズウィークを行うことはあるかもしれないが、学校休業日は F1 当日で

なくてもいいかもしれない。さらなる議論が必要ではないか。 

以 上  
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 2018 年 11 月 8 日 

（公財）日本交通公社 観光政策研究部 

鈴鹿市 キッズウィークに関する保護者向け調査 

調査結果報告書 

1. 調査概要 

1) 対象 

2018 年 10 月 5 日・9 日に、キッズウィークによる学校休業日を実施した、鈴鹿市内の小学

校、中学校、幼稚園等（以下、学校等と表記）、計 51 校の保護者を対象に調査を実施した。 

2) 設問 

キッズウィークの認知度、当日の保護者の過ごし方・子どもの過ごし方、保護者の休日・休暇

の取得有無等についての設問で構成した。具体の内容は、資料 1 に示す通りである。 

3) 媒体 

インターネット上に設置した回答ページにて回答を収集した。各保護者が所有する機器を用い

て任意にアクセスし回答する形式とした。保護者の子息が所属する学校等において、調査概要、

問合せ先、回答ページへのアクセス方法等を記載したプリントを、調査開始日に配布した。 

4) 期間 

開始日：2018 年 10 月 15 日 

終了日：2018 年 11 月 2 日 

2. 結果 

1) 回答数 

調査案内の配布数合計 17,191 に対して、2,364 件の回答が得られた。配布数に対する回答率

は、13.75%となった。 

2) 各設問の解答状況 

各設問の単純集計結果、ならびに自由記述の内容については、別添資料に示すとおりである。 

298



Q5 高校生以下のお子さんの合計人数をご記入ください。そのうち小
学生・中学生のお子さんがいらっしゃる場合は、それぞれの人数も

ご記入ください。
Answered: 2,311 Sk pped: 53

子どもの人数

23.78%
523

54.16%
1,191

18.51%
407

2.68%
59

0.86%
19

2,199

66.93%
1,293

30.02%
580

2.90%
56

0.16%
3

0.00%
0

1,932

89.53%
641

10.06%
72

0.42%
3

0.00%
0

0.00%
0

716

子どもの人数

1人 2人 3人 4人 5人以上

合計人数

小学生

中学生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1人 2人 3人 4人人 5人以上 計合計

合計人数

小学生

中学生

1 / 97
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25.48% 509

22.87% 457

22.52% 450

24.32% 486

19.52% 390

19.77% 395

Q6 小学生のお子さんがいらっしゃる場合、該当する学年すべてをお
選びください。※小学3年生と6年生のお子さんがいらっしゃる場合、

3年生」と 6年生」の両方をチェック
Answered: 1,998 Sk pped: 366

回答数: 1,998

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 回 数回答数

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

2 / 97
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41.15% 300

34.29% 250

33.47% 244

Q7 中学生のお子さんがいらっしゃる場合、該当する学年すべてをお
選びください。※中学1年生と3年生のお子さんがいらっしゃる場合、

1年生」と 3年生」の両方をチェック
Answered: 729 Sk pped: 1,635

回答数: 729

1年生

2年生

3年生

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 回 数回答数

1年生

2年生

3年生

3 / 97
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50.35% 1,167

36.63% 849

25.19% 584

0.60% 14

9.36% 217

Q9 当日、お子さんはどこで過ごしましたか。おわかりになる範囲
で、当てはまる項目をチェックしてください（回答はいくつで

も）。
Answered: 2,318 Sk pped: 46

回答数: 2,318

# そその他 付日付

1 学童 2018/10/31 22:24

2 学童 2018/10/31 20:55

3 学童 2018/10/31 17:15

4 運動会 2018/10/31 14:45

5 学童 2018/10/31 12:24

6 母親の実家 2018/10/31 9:26

7 学校 2018/10/31 9:01

8 学童 2018/10/31 6:44

9 学校 部活 2018/10/30 22:16

10 学童保育所 2018/10/30 22:08

11 学童保育 2018/10/30 21:47

12 学童 2018/10/30 21:11

13 学童 2018/10/30 19:31

14 友達の家 2018/10/30 10:55

自宅で

近郊（鈴鹿市）

外（鈴鹿市外や県外）

わからない

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 答回答数

自宅で

近郊（鈴鹿市）

郊外（鈴鹿市外や県外）

わからない

その他

12 / 97
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55.80% 1,279

44.20% 1,013

Q10 当日、保護者の方はお子さんと一緒に過ごすことができました
か。おわかりになる範囲で、当てはまる項目をチェックしてくださ

い。
Answered: 2,292 Sk pped: 72

合計 2,292

（仕事を休んで）
緒に過ごすこ
とができた

緒に過ごすこと
ができなかった

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 回答数

（仕事を休んで）一緒に過ごすことができた。

一緒に過ごすことができなかった。

18 / 97
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26.55% 347

40.09% 524

4.82% 63

2.45% 32

26.09% 341

Q11 （前の問で （仕事を休んで）一緒に過ごすことができた。」
をお選びになった方に尋ねています。）どのようにして休みました

か（回答は一つ）。
Answered: 1,307 Sk pped: 1,057

合計 1,307

# そその他 付日付

1 欠勤 2018/11/01 10:06

2 専業主婦 2018/10/31 21:51

3 主婦 2018/10/31 13:56

4 無職 2018/10/31 0:44

5 無職 2018/10/31 0:19

6 一緒に職場に行った 2018/10/30 18:41

7 休みの希望を出した 2018/10/30 11:36

8 自営業なので家にいる事が可能 2018/10/30 10:56

9 下の子の運動会 2018/10/30 7:40

10 専業主婦なので家にいる。 2018/10/30 7:24

11 働いていない 2018/10/30 2:13

12 現在無職 2018/10/29 22:33

13 パートのため、希望休をだしました。 2018/10/29 22:27

14 シフト制なので欠勤した 2018/10/29 21:51

予定のない日だった

有給休暇や時短勤
務などを使って

休んだ

振替休日を使った

勤務先が休業した

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 回 数回答数

勤務予定のない日だった。

有給休暇や時短勤務などを使って休んだ。

振替休日を使った。

勤務先が休業した。

その他

19 / 97
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63.97% 641

13.37% 134

11.38% 114

11.28% 113

Q12 （前の問で 一緒に過ごすことができなかった。」をお選びに
なった方に尋ねています。）最も近い理由は何でしょうか（回答は一

つ）。
Answered: 1,002 Sk pped: 1,362

合計 1,002

# そその他 付日付

1 台風の影響により緊急の仕事が入り休めなかった 2018/10/31 17:17

2 勤務と同居家族の通院 2018/10/31 12:26

3 交代勤務で家にはいたが、子供の相手は特にしておらず過ごしました 2018/10/31 9:03

4 小学生の親がお休みを取得させるので、欠員が多いことから自分は立場上休めなかった 2018/10/30 21:48

5 仕事が忙しい時期で、職場に子供を持つ保護者が多くて全員は休めなかった。 2018/10/30 19:31

6 運動会で既に何度か休みを取る予定が有り同月中にこれ以上休みが取れない 2018/10/30 17:56

7 用事があった為 2018/10/30 16:55

8 運動会が近いのでやすみずらい 2018/10/30 16:18

9 休みにくかったが、当日、職場よら、午後からお休みしていいと言われ、お休み頂いて、帰り
ましたので、午前中は、一緒に過ごせていません。

2018/10/29 17:53

10 締め日で絶対休めない日だった為 2018/10/28 21:53

11 職場で育児中の人がいてその人と一緒には休めないから 2018/10/28 16:20

12 子供のいる方ばかりなので 全員では仕事休めない 2018/10/27 23:08

13 自営業のため 2018/10/27 11:23

14 運動会の順延で同じ週内に有給を取得した為、続けての休暇は取得しにくい。 2018/10/27 9:57

勤務シフトや忙し
さのため 休め
なかった

職場の雰囲気など
気兼ねがあり
休めなかった

休もうと思えば休
めたが 結局休
まなかった

その他 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 答回答数

勤務シフトや忙しさのため、休めなかった。

職場の雰囲気など気兼ねがあり、休めなかった。

休もうと思えば休めたが、結局休まなかった。

その他 

28 / 97
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ン ー 査は 済 平本アンケート調査は、経済産業省 平成29 度 ン ウ ール ャ ン 環 事年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事
キ ー 連 ） 環 同事 受託 公 法人 通業（キッズウィーク関連調査事業） の 環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公
、 の 、 ズ ィ に 果や を す 、 の社が、鈴鹿市の協力もいただき、キッズウィークに対する効果や課題を検証するために、保護者の皆様
、キ ズ ィ 当に、キッズウィーク当日（10月月5日・日・9日 ご 方な に い お も で 。日）の過ごし方などについてご意見をお伺いするものです。
調査 無 行 ご き し 内容 し も 的に を す と本調査は、無記名で行い、ご回答いただきました内容につきましても統計的に処理をいたしますこと
ら に る が こ は ご んから、個人に関わる情報が公表されることは 切ございません。
た 査 に 切 ご い 方 迷 お す こ い せまた、調査目的以外には 切使用せず、ご回答いただいた方にご迷惑をお掛けすることもございませ
。ん。
お い こ 縮 ご い す 趣 ご た き 協 お い し す大変お忙しいところ恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

キッズ18 鈴鹿市 保護者向け調査

1. アンケートへのご回答について
回答に要する時間は 10分程度です。

2. アンケートの回答期日について
本アンケートは 10月31日（水）までにご回答ください

3. アンケートに関するお問い合わせ先
（調査受託機関）
公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 担当：池知 守屋
電話：03-5770-8430 FAX：03-5770-8359 E-ma ：k ds@jtb.or.jp

ッ ィ ク ・キッズウィークとは・・・
キッズウィークとは 国において平成30年度より始められた 大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出することを目的に
地域単位で学校休業日の分散化 有給休暇取得の促進 休日における多様な活動機会の確保などを官民一体となって推進する取
組です。鈴鹿市においても 夏休みの1日を授業日とし 代わりに原則10月5日（金）を学校休業日として 試行的に「キッズ
ウィーク」を実施したところです。
キッズウィークの効果としては これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることにより 繁忙期を避けて
家族旅行をする あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった 多様な過ごし方が可能になるとともに 保護者が休
暇を取得することで 家族で過ごす時間が増える 働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。一方で
「子どもが一人で家にいることになるのではないか」といった不安の声や 保護者が休暇を取得できない 兄弟姉妹の休日が異
なるために家族全員で過ごせない等 運用上の課題も指摘されています。

310





当日、お子さんはどこで過ごしましたか。おわかりになる範囲で、当てはまる項目をチェックしてくだ
さい（回答はいくつでも）。

自宅で

近郊（鈴鹿市）

郊外（鈴鹿市外や県外）

わからない

その他

当日、保護者の方はお子さんと 緒に過ごすことができましたか。おわかりになる範囲で、当てはまる
項目をチェックしてください。

（仕事を休んで）一緒に過ごすことができた。

一緒に過ごすことができなかった。

312



キッズ18 鈴鹿市 保護者向け調査

（前の問で （仕事を休んで） 緒に過ごすことができた。 をお選びになった方に尋ねています。）
どのようにして休みましたか（回答は つ）。

勤務予定のない日だった。

有給休暇や時短勤務などを使って休んだ。

振替休日を使った。

勤務先が休業した。

その他
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（前の問で 緒に過ごすことができなかった。 をお選びになった方に尋ねています。）
最も近い理由は何でしょうか（回答は つ）。

勤務シフトや忙しさのため 休めなかった。

職場の雰囲気など気兼ねがあり 休めなかった。

休もうと思えば休めたが 結局休まなかった。

その他 
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アンケートは以上となります。ご協力ありがとうございました。
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1 

 

 2018 年 11 月 8 日 

（公財）日本交通公社 観光政策研究部 

鈴鹿市 キッズウィークに関する従業員向け調査 

調査結果報告書 

1. 調査概要 

1) 対象 

鈴鹿市内の 13 事業者に勤める従業員を対象に調査を実施した。 

2) 設問 

キッズウィークの認知度、職場の働き方・休み方等についての設問で構成した。具体の内容

は、資料 3 に示す通りである。 

3) 媒体 

インターネット上に設置した回答ページにて回答を収集した。各従業員が所有する機器を用い

て任意にアクセスし回答する形式とした。従業員が勤める事業者において、調査概要、問合せ

先、回答ページへのアクセス方法等を記載したプリントを、調査開始日に配布した。 

4) 期間 

開始日：2018 年 10 月 15 日 

終了日：2018 年 11 月 2 日 

2. 結果 

1) 回答数 

調査案内の配布数合計 5,374 に対して、372 件の回答が得られた。配布数に対する回答率は、

6.92%となった。 

2) 各設問の解答状況 

各設問の単純集計結果、ならびに自由記述の内容については、別添資料に示すとおりである。 
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0.54% 2

11.11% 41

20.87% 77

46.34% 171

17.89% 66

3.25% 12

0.00% 0

Q2 年齢
Answered: 369 Sk pped: 3

合計 369

16-19歳

20-29歳

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70歳以上

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 回 数回答数

16-19歳

20-29歳

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70歳以上

1 / 24

キッズ18 鈴鹿市 従業員向け調査

320



93.78% 347

6.22% 23

Q3 雇用形態
Answered: 370 Sk pped: 2

合計 370

正社員

契約社員・派遣社
員・パ ト・ア

ルバイト

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 回 数回答数

正社員

契約社員・派遣社員・パート・アルバイト

2 / 24
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90.00% 333

0.27% 1

9.73% 36

0.00% 0

Q4 勤務形態
Answered: 370 Sk pped: 2

合計 370

平日を中心に勤務

土日祝日を中心に勤務

不規則（昼夜交代
制・シフト制な

ど）

無休・不定休（農
林業・自営業な

ど）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 答回答数

平日を中心に勤務

日祝日を中心に勤務

不規則（昼夜交代制・シフト制など）

無休・不定休（農林業・自営業など）

3 / 24
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63.88% 237

14.02% 52

22.10% 82

Q5 子育てをした経験はありますか？それぞれ該当する項目をお選び
ください。

Answered: 371 Sk pped: 1

合計 371

子育て中である

今はしていない
が 子育ての経験

がある

子育ての経験はない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 回 数回答数

子育て中である。

今はしていないが、子育ての経験がある。

子育ての経験はない。
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16.53% 39

26.27% 62

23.73% 56

32.20% 76

32.63% 77

25.42% 60

5.08% 12

Q6 お子さんに該当する項目すべてをお選びください。（例: 小学生
と中学生のお子さんがいる場合、両方を選ぶ ）

Answered: 236 Sk pped: 136

回答数: 236

# そその他 付日付

1 社会人 2018/10/30 17:40

2 大学生 2018/10/30 8:39

3 浪人生 2018/10/27 8:11

4 大学生 2018/10/25 17:23

5 専門学校生 2018/10/25 12:40

6 大学生 2018/10/25 8:23

7 専門学校 2018/10/22 8:15

8 大学生 2018/10/20 17:45

9 2歳 2018/10/20 7:22

10 大学生 2018/10/19 9:43

11 大学生 2018/10/18 13:17

乳児

・保育園・子ども園生

小学校低学年

小学校高学年

中学生

高校生

その他 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回 の選 肢回答の選択肢 回 数回答数

乳児

幼稚園・保育園・子ども園生

小学校低学年

小学校高学年

中学生

高校生

その他 
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Q7 職場の働き方 / 休み方について、あなたを取りまく状況にもっと
も近いと感じる数字を1つだけお選びください。

Answered: 364 Sk pped: 8

14.33%
52

32.23%
117

19.83%
72

26.45%
96

7.16%
26

363 2.80

5.79%
21

17.36%
63

18.18%
66

47.38%
172

11.29%
41

363 3.41

18.78%
68

41.71%
151

22.93%
83

14.64%
53

1.93%
7

362 2.39

仕事が忙しい 業
務上の責任が大

きい 人手が不足
している...

十分な日数の休暇
が付与されてお

り 原則として希
望どおり...

休暇を取得しにく
い雰囲気がある

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全 わ全く思わ
なない
（ ）（１）

思そう思わ
ない
２（２）

どどちらで
ももない
（ ）（３）

そう思
う

）（４）

常非常にそ
うう思う

５（５）

合
計

加
重
平
均

仕事が忙しい、業務上の責任が大きい、人手が不足してい
る等の理由から、プライベートの休暇を取ることは難し
い。

十分な日数の休暇が付与されており、原則として希望どお
りに取得することができる。

休暇を取得しにくい雰囲気がある。
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Q9 10月5日に実施されたキッズウィークの前後や当日の業務の状
況・職場の様子はいかがでしたか。新たな取り組みやお気づきに
なった点などを自由にご記入ください。※ 事前に上長から声かけが
あった、対象社員から休暇申請があり業務を調整した、普段と変わら

なかった など
Answered: 297 Sk pped: 75

# 回 数回答数 付日付

1 特になし 2018/11/01 10:19

2 特になし 2018/10/31 22:50

3 このアンケート調査まで、取り組み自体を知らなかったので日常と何も変わらなかった。 2018/10/31 18:41

4 普段と変わらなかった 2018/10/31 15:11

5 存在を知らなかったし何も言われなかった 2018/10/31 12:50

6 普段と変わらなかった 2018/10/31 11:23

7 普段と変わらなかった 2018/10/31 9:22

8 いつも通り過ごした 2018/10/31 8:35

9 普段と変わらなかった 2018/10/30 19:57

10 休暇取得者はいたが、対象かどうかはわからない 2018/10/30 17:46

11 普段と変わらなかった 2018/10/30 13:48

12 普段通りでした。 2018/10/30 12:41

13 普段通り何も変わらず 2018/10/30 12:11

14 夏休みの登校日からこの制度を知った。 秋の運動会を行っている小学校では、代休及びこの制
度の日にちが近い人は、有給取得をあまりしたがらないように感じた。

2018/10/30 8:50

15 全く知らなかった。話題にも上がらなかった。 2018/10/30 8:42

16 変わりなし 2018/10/29 17:28

17 普段と変わらなかった 2018/10/29 16:55

18 普段と変わらず 2018/10/29 11:17

19 何もなし 2018/10/29 8:59

20 普段と変わらなかった 2018/10/29 7:58

21 普段とかわらなかった。 特にキッズウィークについてのPRはなかった。 2018/10/28 23:28

22 普段と変わらなかった 2018/10/28 15:49

23 普段と変わらなかった 2018/10/28 8:57

24 なにも知らなかった 2018/10/28 4:11

25 普段どうりでした。 2018/10/27 15:13

26 普段と変わらなかった 2018/10/27 13:32

27 キッズウィークと言うよりＦ１ の方が印象強い 2018/10/27 8:48

28 特になし 2018/10/27 8:15

29 普段と変わらなかった。 2018/10/26 22:26

30 普段と変わらなかった 2018/10/26 21:58

31 通常の雰囲気で特に気にはならなかった 2018/10/26 21:01

32 普段と変わらなかった。 2018/10/26 19:53

33 特になし 2018/10/26 19:40
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Q10 キッズウィークを推進するうえで想定される課題として、あな
たの考えにもっとも近い数字を1つだけお選びください。

Answered: 363 Sk pped: 9

11.85%
43

30.58%
111

24.52%
89

28.65%
104

4.41%
16

363 2.83

16.57%
60

33.70%
122

27.62%
100

17.13%
62

4.97%
18

362 2.60

11.29%
41

30.03%
109

31.13%
113

23.42%
85

4.13%
15

363 2.79

8.82%
32

26.45%
96

46.28%
168

12.67%
46

5.79%
21

363 2.80

1.65%
6

6.34%
23

7.71%
28

44.35%
161

39.94%
145

363 4.15

7.44%
27

23.14%
84

19.83%
72

34.44%
125

15.15%
55

363 3.27

を取ることは難しい

子どもがいない人
や子育てが終わ

った人は 不公平
だと感じ...

子育て世代以外の
社員の業務が増

えるなど しわ寄
せがいく...

キッズウィ クの
設定時期が悪い

キッズウィ クの
実施日や事業趣

旨の告知が不十分
だ（直近...

キッズウィ クの
内容がよく分か

らない

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全 わ全く思わな
い ）い（１）

う思 なそう思わな
（い（２）

らでどちらでも
（ない（３）

そそう思
うう
（ ）（４）

常非常にそう
う（ ）思う（５）

合
計

加
重
平
均

平日に休みを取ることは難しい。

子どもがいない人や子育てが終わった人は、不
公平だと感じるのではないか。

子育て世代以外の社員の業務が増えるなど、し
わ寄せがいくのではないか。

キッズウィークの設定時期が悪い。

キッズウィークの実施日や事業趣旨の告知が不
十分だ（直近まで知らなかった）。

キッズウィークの内容がよく分からない。

17 / 24

キッズ18 鈴鹿市 従業員向け調査

328



Q11 鈴鹿市が推進するキッズウィークの総合的な評価として、あな
たの考えにもっとも近い数字を1つだけお選びください。

Answered: 363 Sk pped: 9

5.23%
19

9.64%
35

25.07%
91

41.05%
149

19.01%
69

363 3.59

2.20%
8

1.65%
6

17.08%
62

56.75%
206

22.31%
81

363 3.95

6.34%
23

6.34%
23

31.68%
115

41.05%
149

14.60%
53

363 3.51

もし自分に子ども
がいたら（また
は 現在子どもが

いるので...

もし自分の同僚
上司または部下
に子どもがいた
ら キッズ...

クの推進に賛成だ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

く全く思わ
いない
１（１）

そうそう思わ
ないない
（（２）

らでどちらでも
（ない（３）

う思そう思
う
４（４）

非 そ非常にそう
思 ５思う（５）

合
計

加
重
平
均

もし自分に子どもがいたら（または、現在子どもが
いるので）、キッズウィークに休みたい。

もし自分の同僚、上司または部下に子どもがいた
ら、キッズウィークに休むことに協力したい。

キッズウィークの推進に賛成だ。
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ン ート は 業本アンケート調査は、経済産業省 平成29 イ ド ー ャ ン 環年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事
ウ ーク 調査 の 、 で 公 法人 公業（キッズウィーク関連調査事業） の 環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公

、 い ウ ーク 対す 効 題を す 、 所で社が、鈴鹿市の協力もいただき、キッズウィークに対する効果や課題を検証するために、市内事業所で
勤め 皆様 キ ウ ーク （お勤めの皆様に、キッズウィーク当日（10月5 過 方 に い お す も日）の過ごし方などについてご意見をお伺いするもので
。す。
査は 記名 い 回答 だ ま つ ま も 的に を し す本調査は、無記名で行い、ご回答いただきました内容につきましても統計的に処理をいたしますこと

ら る 公 と 切 い せから、個人に関わる情報が公表されることは 切ございません。
た 目 は 使用 、 答い だ お す こ ご いまた、調査目的以外には 切使用せず、ご回答いただいた方にご迷惑をお掛けすることもございませ
。ん。
お い こ 縮で ご ま が を 解 だ 、ご い し す大変お忙しいところ恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

キッズ18 鈴鹿市 従業員向け調査

１. アンケートへのご回答について
回答に要する時間は 10分程度です。

2. アンケートの回答期日について
本アンケートは 10月31日（水）までにご回答ください

3. アンケートに関するお問い合わせ先
（調査受託機関）
公益財団法人日本交通公社 観光政策研究部 担当：池知 守屋
電話：03-5770-8430 FAX：03-5770-8359 E-ma ：k ds@jtb.or.jp

ィ はキッズウィークとは・・・
キッズウィークとは 国において平成30年度より始められた 大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出することを目的に
地域単位で学校休業日の分散化 有給休暇取得の促進 休日における多様な活動機会の確保などを官民一体となって推進する取
組です。鈴鹿市においても 夏休みの1日を授業日とし 代わりに原則10月5日（金）を学校休業日として 試行的に「キッズ
ウィーク」を実施したところです。
キッズウィークの効果としては これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることにより 繁忙期を避けて
家族旅行をする あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった 多様な過ごし方が可能になるとともに 保護者が休
暇を取得することで 家族で過ごす時間が増える 働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。一方で
「子育て世代の休暇が増えることで 子どものいない従業員の業務負担が増えるのでは」といった声も寄せられています。
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な な の 方 つ い ま そ ぞ 目 くあなたと あなたの働き方についてお伺いします。それぞれ 該当する項目をお選びください。

年齢

16-19歳

20-29歳

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60-69歳

70歳以上

雇用形態

正社員

契約社員・派遣社員・パート・アルバイト

勤務形態

平日を中心に勤務

日祝日を中心に勤務

不規則（昼夜交代制・シフト制など）

無休・不定休（農林業・自営業など）
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子育てをした経験はありますか？それぞれ該当する項目をお選びください。

子育て中である。

今はしていないが 子育ての経験がある。

子育ての経験はない。
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お子さんに該当する項目すべてをお選びください。
（例: 小学生と中学生のお子さんがいる場合 両方を選ぶ ）

乳児

幼稚園・保育園・子ども園生

小学校低学年

小学校高学年

中学生

高校生

その他 
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アンケートは以上となります。ご協力ありがとうございました。
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丸亀商工会議所 現地説明会要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 05 月 18 日（金）13:30 - 15:00 

・ 会場 香川県丸亀市大手町 1-5-3 丸亀商工会議所 2F 会議室 

参加者 

丸亀市キッズウィーク推進協議会  3 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社  2 名 

資料 

丸亀市キッズウィーク推進協議会提供 

・ 資料 01 丸亀キッズウィークアンケート 

・ 資料 02 丸亀キッズウィーク事前配布ビラ（岡田小学校） 

・ 資料 03 丸亀キッズウィーク事前配布ビラ（垂水小学校） 

・ 資料 04 丸亀キッズウィーク周知ビラ（事業者従業員向け） 

・ 資料 05 丸亀キッズウィーク周知ビラ（東中学校） 

・ 資料 06 丸亀キッズウィーク周知ビラ（保護者労働者向け） 

・ 資料 07 丸亀キッズウィーク周知ビラ（保育園保護者向け） 

・ 資料 08 丸亀キッズウィークポスター 

※ 以下 3 点については事前にデータで提供を受けた。当日の配布はなし。 

・ 資料 11 丸亀市キッズウィーク推進協議会 平成 30 年度事業計画（案） 

・ 資料 12 丸亀市キッズウィーク推進協議会 協議会会則 

・ 資料 13 丸亀市キッズウィーク推進協議会 平成 30 年度協議会委員名簿 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

打合せ要旨 

・ 丸亀市においては 2017 年 12 月にキッズウィーク推進協議会が立ち上がっており、今年度

は「平成 30 年度事業計画」に基づいて事業を実施予定（資料 11-13）。 

・ 協議会の年度予算は 100 万円で、半額は商工会議所、半額は市の産業観光課から出資されて

いる。当面はキッズウィークの認知度向上と理解の促進を主たる活動目的としており、予

算、人員とも最低限に留めた。 

・ 平成 30 年度、市内の公立小中学校で下表の通り休日を設定する（資料 01 より抜粋）。 
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・ 同じく市内の公立幼稚園と認定子ども園（1 号認定子ども）において、下表の通り休日を設

定する（資料 01 より抜粋）。 

 

 

・ 公立小中学校のうち 4 校で、4 月から 5 月にかけてキッズウィークによる休日が設定され

た。4 校のうち 2 校では事前に推進協議会が作成したチラシ（資料 02-03）を配布し、保護

者への周知をはかった。 

・ 推進協議会は、同 4 校のうち 5 月以降にキッズウィークによる休日を予定していない 2 校の

保護者に対して、アンケート調査を実施することを計画している（資料 01）。 

・ 保護者以外に対する調査として、市内の事業者を対象としたアンケート、ヒアリング等を検

討している。 

以 上  
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丸亀市キッズウィーク協議会 打合せ議事要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 08 月 21 日（火）13:15 - 15:15 

・ 会場 香川県丸亀市大手町 1-5-3 丸亀商工会議所 2F 相談室 

参加者 

丸亀市キッズウィーク推進協議会 3 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

丸亀市キッズウィーク推進協議会提供 

・ 資料 01 保護者向けアンケート調査票案（08/06 受領） 

・ 資料 02 事業者向けアンケート調査票案（08/06 受領） 

・ 資料 03 キッズウィークに関するアンケート調査 第 3 回打ち合わせ会 

JTBF 提供 

・ 資料 21 議事次第 

・ 資料 22 丸亀市キッズウィークプレ調査回答数（08/20 時点） 

・ 資料 23 丸亀市キッズウィークプレ調査結果速報（08/20 時点） 

・ 資料 24 調査対象者イメージと調査手法の整理 

・ 資料 25 試行事業の進め方 

打合せ要旨 

・ 丸亀市で実施を検討している試行事業について情報を共有した。複数の学校のキッズウィー

ク休日が重複する 11/22（木）と 11/26（月）の両日に、市内の今治造船にて工場見学ツア

ーを実施する方向で調整中。 

・ 09 月以降に実施する保護者向け調査の設問設計について協議した。 

協議結果を踏まえ、JTBF 側で設問案を作成した上で、08 月下旬に丸亀市キッズウィーク

推進協議会幹部会を開催し、内容を審議の上決定することとした。分量が多いように感じる

ので、減らす方向で検討して欲しい旨、意見が寄せられた。 

以 上  
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丸亀市キッズウィーク試行事業 現地調査実施報告 

実施概要 

・ 日時 2018 年 11 月 22 日（木）13:00 - 17:00 

・ 会場 香川県丸亀市内 

参加者 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社  2 名 

現地調査要旨 

・ 丸亀市内の小学校に通学する小学校児童、ならびにその保護者を対象としたキッズウィーク

試行事業について、実施状況の現地調査を行った。試行事業の内容は、市内で操業中の造船

所見学を行うものである。 

・ 行程は以下の通り（資料 03 より抜粋） 

 

添付資料 

・ 資料 01 実施状況写真（省略） 

・ 資料 02 見学会募集チラシ紙面 

・ 資料 03 丸亀市キッズウィーク関連試行事業・今治造船㈱向上見学会実施要項（省略） 
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資料 02 

当該チラシは A4 版カラー印刷され、事前に対象校の小学校児童に配布された。募集対象の小

学校は、11/22（木）当日がキッズウィークによる休業日となっている。 

 

以 上  
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丸亀市キッズウィーク協議会 打合せ議事要旨 

実施概要 

・ 日時 2019 年 01 月 24 日（木）13:30 - 15:40 

・ 会場 香川県丸亀市大手町 1-5-3 丸亀商工会議所 3F 会議室 

参加者 

丸亀市キッズウィーク推進協議会 4 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

丸亀市キッズウィーク推進協議会提供 

・ 資料 11 丸亀市キッズウィークの統一実施について 

JTBF 提供 

・ 資料 21 議事次第・他地域の実施状況 

・ 資料 22 保護者向け調査結果速報（要旨） 

・ 資料 23 事業者向け調査結果速報 

・ 資料 24 「（仮称）キッズウィーク推進シンポジウム」開催概要（素案） 

・ 資料 25 保護者向け調査結果速報（その他・自由記述なし） 

・ 資料 26 保護者向け調査結果速報（その他・自由記述あり） 

JTBF 手持ち 

・ 資料 31 保護者向け調査結果 地域間比較 

・ 資料 32 保護者向け調査 調査票 

・ 資料 33 事業者向け調査 調査票 

打合せ要旨 

・ JTBF から保護者向け調査ならびに事業者向け調査の結果を報告した。 

・ 3 月に開催予定のシンポジウムについて要旨を説明の上、担当者の出席を依頼した。 

・ 今年度の事業に対する保護者や事業者、関係部署等の反応についてヒアリングを行った。 

以 上  
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丸亀市キッズウィーク推進協議会 第２回幹事会 

実施概要 

・ 日時 2018 年 06 月 15 日（金）10:00 - 12:00 

・ 会場 香川県丸亀市大手町 1-5-3 丸亀商工会議所 3F 会議室 

参加者 

丸亀市キッズウィーク推進協議会 幹事 8 名 

丸亀市キッズウィーク推進協議会 事務局 4 名 

公益財団法人 日本交通公社  2 名 

資料 

丸亀市キッズウィーク推進協議会提供 

・ 資料 01 丸亀市キッズウィーク推進協議会第 2 回幹事会 

・ 資料 02 配布済チラシ一覧 

JTBF 提供 

・ 資料 22 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

打合せ要旨 

・ 丸亀市キッズウィーク推進協議会第 2 回幹事会を傍聴し、JTBF から本事業の概要について

説明した。 

・ 4 月から 6 月までにキッズウィークを実施した 10 施設（こども園 1, 幼稚園 1, 小学校 6, 

中学校 2）に対して、当日の有給取得有無やキッズウィークに対する意識等を調査するアン

ケートを実施する。 

・ 設問の内容、調査手法等については、配布を依頼する先生方の負担軽減のため、QR コード

によるウェブ上での回答等も含めて、協議会事務局と JTBF で検討する。7 月中を目途に、

小学校および中学校の校長会の場で、協議会事務局から概要説明と協力依頼を実施する。 

以 上  
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2019 年 03 月 15 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関する保護者向けアンケート調査 

調査結果報告書（最終版） 

調査概要 

本調査は、香川県丸亀市において 2018 年度に実施されたキッズウィークの取り組みに関して、同年

08 月までに実施した事前調査の成果をふまえて、同市内の幼稚園、認定子ども園、小学校および中学校

に通学する園児・児童・生徒の保護者に対するアンケート調査を実施したものである。 

1. 対象 

丸亀市内の市立幼稚園 6 園（全 7 園のうち、休園中の 1 園を除く）、認定子ども園 4 園、市立小

学校 17 校（全 18 校のうち、休校中の 1 校を除く）、市立中学校 6 校（全 8 校のうち、休校中の 2

校を除く）、計 33 施設に通う園児・児童・生徒の保護者を対象に調査を実施した。高等学校、私立

学校、保育施設については調査対象外とした。 

対象校の園児・児童・生徒の全員に調査案内を配布し、保護者に回答を求めた。 

2. 調査手法 

自記式調査（回答者自身が調査票の質問を読み、回答を記入する方法）により実施し、回答は任

意とした。 

調査媒体として、インターネット上に設置した回答ページ上で回答を収集する方法を用いた。配

布した調査案内に、回答ページへのアクセス方法等を記載し、回答者が所有するスマートフォン等

の機器を用いてアクセスの上、回答するよう求めた。 

調査は 2018 年 09 月から 2019 年 03 月にかけて、対象施設のキッズウィーク休日実施日に合わ

せて実施した。年度内に複数回のキッズウィーク休日を実施した施設においては、実施の都度調査

を実施した。各施設の実施日前に調査案内を配布し、キッズウィーク休日実施日の約 2 週間後を回

答期限とした。調査スケジュールならびに配布数の内訳は、次頁の表に示す通りである。 

3. 回答実績 

2019 年 03 月 04 日までに、1,707 件の回答が得られた。子ども数 8,084 に対する回答率は、21.1%

であった。 
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4. 有効回答数 

本調査においては回答を list-wise（一部に無効回答が含まれる調査票であっても、調査票自体は

有効とする方法）によって処理し、すべての質問に対する回答が欠損した調査票のみ無効票とした。 

回答数 1,707 件のうち、無効票は 0 件、有効回答数は 1,707 件であった。一部の回答が欠損して

いる調査票について、欠損した回答は「不明・無回答」とした上で集計を行った。 

 

No 施設名 キッズウィーク期間 
調査案内 

配布日 
回答期限 子ども数 回答 アクセス 回答率 アクセス率 

01 城辰幼稚園 09/15 （土） - 09/18 （火） 09/10 （月） 10/02 （火） 67  16 26 23.9% 38.8% 

02 飯山こども園 09/23 （日） - 09/25 （火） 09/14 （金） 10/10 （水） 143  47 64 32.9% 44.8% 

03 本島中学校 09/23 （日） - 09/25 （火） 09/14 （金） 10/10 （水） 6  2 9 33.3% 150.0% 

04 東中学校 10/05 （金） - 10/08 （月） 09/25 （火） 10/21 （日） 633  118 156 18.6% 24.6% 

05 西中学校 10/05 （金） - 10/08 （月） 09/25 （火） 10/21 （日） 789  123 166 15.6% 21.0% 

06 綾歌中学校 10/05 （金） - 10/08 （月） 09/25 （火） 10/21 （日） 305  43 65 14.1% 21.3% 

07 小手島小学校 10/05 （金） - 10/08 （月） 09/25 （火） 10/21 （日） 1  0 3 0.0% 300.0% 

08 富熊小学校 10/05 （金） - 10/08 （月） 09/25 （火） 10/21 （日） 128  19 26 14.8% 20.3% 

09 あやうたこども園 10/05 （金） - 10/08 （月） 09/25 （火） 10/21 （日） 82  32 43 39.0% 52.4% 

10 飯山中学校 10/21 （日） - 10/22 （月） 10/11 （木） 11/04 （日） 487  39 67 8.0% 13.8% 

11 本島中学校 11/03 （土） - 11/05 （月） 10/24 （水） 11/18 （日） 6  0 10 0.0% 166.7% 

12 本島小学校 11/03 （土） - 11/05 （月） 10/24 （水） 11/18 （日） 9  2 9 22.2% 100.0% 

13 城南小学校 11/16 （金） - 11/18 （日） 11/08 （木） 12/02 （日） 606  159 233 26.2% 38.4% 

14 栗熊小学校 11/16 （金） - 11/18 （日） 11/08 （木） 12/02 （日） 128  63 80 49.2% 62.5% 

15 城乾小学校 11/22 （木） - 11/25 （日） 11/14 （水） 12/09 （日） 248  45 68 18.1% 27.4% 

16 城北小学校 11/22 （木） - 11/25 （日） 11/14 （水） 12/09 （日） 284  52 71 18.3% 25.0% 

17 岡田小学校 11/22 （木） - 11/25 （日） 11/14 （水） 12/09 （日） 250  48 65 19.2% 26.0% 

18 城東小学校 11/23 （金） - 11/26 （月） 11/14 （水） 12/09 （日） 641  134 89 20.9% 13.9% 

19 郡家小学校 11/23 （金） - 11/26 （月） 11/14 （水） 12/09 （日） 791  174 183 22.0% 23.1% 

20 飯野小学校 11/23 （金） - 11/26 （月） 11/14 （水） 12/09 （日） 367  67 91 18.3% 24.8% 

21 垂水小学校 11/23 （金） - 11/26 （月） 11/14 （水） 12/09 （日） 317  85 123 26.8% 38.8% 

22 郡家幼稚園 11/23 （金） - 11/26 （月） 11/14 （水） 12/09 （日） 163  41 60 25.2% 36.8% 

23 飯野こども園 11/23 （金） - 11/26 （月） 11/14 （水） 12/09 （日） 39  23 35 59.0% 89.7% 

24 城北幼稚園 11/29 （金） - 12/02 （日） 11/14 （水） 12/16 （日） 25  9 20 36.0% 80.0% 

25 城坤幼稚園 12/14 （金） - 12/16 （日） 12/07 （金） 12/30 （日） 97  30 55 30.9% 56.7% 

26 飯山北小学校 02/01 （金） - 02/03 （日） 01/23 （火） 02/17 （日） 634  113 162 17.8% 25.6% 

27 城西小学校 02/09 （土） - 02/12 （火） 01/31 （水） 02/28 （木） 491  127 189 25.9% 38.5% 

28 飯山南小学校 02/10 （日） - 02/12 （火） 01/31 （水） 02/28 （木） 347  96 133 27.7% 38.3% 

         合計 8,084  1,707  2,301  21.1% 28.5% 

※ 回答数は調査への回答件数、アクセス数は回答ページへのアクセス件数を示す。 

回答率 = 回答数 / 子ども数   アクセス率 = アクセス数 / 子ども数  により算出。 
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結果概要 

1. 回答者プロフィール 

子どもからみた関係は、回答者の約 91.6%が母親、8.0%が父親であった。 

年齢は 40 代がもっとも多く、全体の 53.6%を占めた。次いで 30 代が 40.2%を占めた。 
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2. 主要な設問の回答 

 1) 期間中に子どもと一緒に過ごすことができたか 

回答者全員に対して、「キッズウィーク期間中に子どもと一緒に過ごすことができたか」につい

て質問した。1,669 名から回答を得た。 

 

「子どもと共に過ごす時間を作ることができた」回答者は 976 名であり、本設問回答者の 58.5%

を占めた。以下、本ページでは 976 名を母数とした割合をパーセントで示した。 

 

976 名のうち、子どもと過ごす時間を作ることができた理由・手法として、「元々勤務予定のない

日だった / 仕事をしていない」を選択した回答者は 522 名（54.1%）、「有給休暇や時短勤務などを

使った」を選択した回答者は291名（30.2%）、「振替休日を使った」を選択した回答者は36名（3.7%）、

「勤務先が休業した」回答者は 18 名（1.9%）であった。 

 

97 名（10.1%）の回答者は「その他」を選択したが、具体的な理由・手法として「欠勤扱いで休

んだ」「自営業なので勤務を調整し休みとした」「シフトの調整により休んだ」旨の記述が、それぞ

れ複数みられた。 
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一方、「子どもと一緒に過ごすことができなかった」回答者は 693 名であり、本設問回答者の

41.5%を占めた。以下、本ページでは 693 名を母数とした割合をパーセントで示した。 

 

一緒に過ごすことができなかった理由として、「勤務シフトや業務の忙しさ」を挙げた回答者は

405 名（58.6%）、「職場の雰囲気など」を挙げた回答者は 118 名（17.1%）、「休むことは可能だっ

たが最終的に休まなかった」回答者は 84 名（12.2%）であった。 

 

84 名（12.2%）の回答者は「その他」を選択したが、具体的な理由として「キッズウィーク事

業の存在を知らなかった」「付与された有給日数が少なく、必要な場合に備えて残しておきたかっ

た」「中学校の入学説明会があり子どもに付き添ったため、説明会に参加しなかった子どもとは一

緒に過ごせなかった」旨の記述が、それぞれ複数みられた。 
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 2) キッズウィークの認知度 

回答者全員に対して、「本アンケートに回答する以前から、国が推進するキッズウィークの取り

組みを知っていたか」、ならびに「丸亀市が推進するキッズウィークの取り組みについて知ってい

たか」質問した。 

 

国の取り組みについては 1,586 名から、丸亀市の取り組みについては 1,585 名から、それぞれ回

答を得た。以下、本ページではそれぞれの設問に対する回答者数を母数とした割合をパーセントで

示した。 

 

国の取り組みについて知っていた回答者は 771 名（48.6%）、丸亀市の取り組みについて知って

いた回答者は 920 名（58.0%）であった。 
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 3) 丸亀市のキッズウィーク施策に対する総合的な評価 

回答者全員に対して、丸亀市が推進するキッズウィークの取り組みに対する総合的な評価として、

施策の推進に対する賛否を 5 段階で質問した。 

1,579 名から回答を得た。以下、本ページでは回答者数 1,579 を母数とした割合をパーセントで

示した。 

 

5 段階評価のうち、もっとも多く選択された評価区分は「どちらでもない(3)」であり、回答者

の 35.7%を占めた。「まったく思わない(1)」と「思わない(2)」の選択率合計は 27.5%、「そう思う

(4)」と「非常にそう思う(5)」の選択率合計は 36.8%であり、全体の傾向として肯定的な評価が優

越した。評価点の加重平均は 3.07 となり、中央値の 3 をわずかに上回った。 
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3. クロス集計による分析 

 1) キッズウィークによる休業日の全市一斉実施に関する意向 

来年度以降のキッズウィーク事業における各校・各園の休業日について、望ましい設定方法を単

一選択によって質問した。1,532 名から回答を得た。結果は下図に示す通りであった。 

 

 

 

本設問の結果について、それぞれの設定方法を選択した回答者群がどのような育児環境にあり、

キッズウィーク事業に何を求めているのかという点に着目し、クロス集計による分析を行った。 
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結果詳報 

1. 回答者とお子さんとの関係 

 

 

2. 回答者の年齢 
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3. 保護者の就労状況 

 

4. 回答者の就労有無 
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5. 回答者の勤務形態 

※就労者のみ回答 
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6. 回答者の勤務先 

※就労者のみ回答 

 

 

  

55.6%

13.2%

20.0%

6.4%
3.3%

0.2% 0.6% 0.9%

丸亀市内 中讃地域

坂出市・宇

多津町・綾

川町

高松市内

全域
西讃地域 東讃地域 香川県外 その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

359



16 

 

 

7. キッズウィーク期間中、回答者が子どもと過ごすことができたか 

 

 

8. 子どもと過ごした日に、どのようにして休んだか 

※一緒に過ごすことができた回答者のみ回答 

 

 

  

58.5% 41.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（仕事を休んで）一緒に過ごすことができた 一緒に過ごすことができなかった

54.2%

30.2%

3.7%
1.9%

10.1%

元々勤務予定のな

い日だった / 仕事

をしていない

有給休暇や時短勤

務などを使って休

んだ

振替休日を使った 勤務先が休業した その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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9. 一緒に過ごすことができなかった理由として、もっとも近いものは何か 

※一緒に過ごすことができなかった回答者のみ回答 

 

 

10. 家庭内でこのアンケートに回答した人がいるか 

 

  

58.6%

17.1%

12.2% 12.2%

勤務シフトや忙しさ

のため、休めなかっ

た

職場の雰囲気など

気兼ねがあり、休め

なかった

休もうと思えば休め

たが、結局休まな

かった

その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

4.0%
96.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（このアンケート以外で）家庭内で同じアンケートに既に回答した人がいる

家庭内で、同じアンケートに回答した人はいない（このアンケートがはじめて）
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11. 家庭内で養育する子どもの年代 

※複数回答。割合は本設問の回答者数を母数とする選択率を示す。 

 

 

  

8.2%

34.7%

53.0%

47.2%

33.1%

11.6%

0.6%

乳児

幼稚園・保

育園・こども

園生

小学校低学

年

小学校高学

年
中学生 高校生 その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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12. 回答者が分かる範囲で、キッズウィークの期間中子どもは誰と過ごしたか 

※複数回答。割合は本設問の回答者数を母数とする選択率を示す。 

 

 

  

80.5%

9.9%

17.4%

7.8%

0.7%
6.8%

保護者を含む

家族・親族と

子供のみで

（兄弟姉妹な

ど）

友人と 一人で わからない その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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13. 回答者が分かる範囲で、キッズウィークの期間中子どもはどこで過ごしたか 

※複数回答。割合は本設問の回答者数を母数とする選択率を示す。 

 

 

  

62.5%

50.1%

22.1%

1.1%

6.5%

自宅で
丸亀市内やその

周辺で

丸亀市外や県外

など遠方で
わからない その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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14. キッズウィークの認知度 

 

 

  

48.6%

58.0%

51.4%

42.0%

国の施策に対する認知度 (n = 1586)

丸亀市の施策に対する認知度 (n = 1585)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

アンケートに回答する前から知っていた

知らなかった
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17. 丸亀市のキッズウィーク施策に対する総合評価 

 

 

18. キッズウィークの実施日数に対する評価 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

丸亀市が行うキッズウィークの推進に賛成だ。

非常にそう思う（５） 10.5%

思う（４） 26.4%

どちらでもない（３） 35.7%

思わない（２） 14.5%

まったく思わない（１） 13.0%

26.3%

57.2%

16.5%

今年度より日数が少なければ

良い

今年度と同じ位の日数が良い 今年度より日数が多ければ良

い

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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19. キッズウィークを実施してもよいと思う月 

※複数回答。割合は本設問の回答者数を母数とする選択率を示す。 
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20. 前問で選択した月のうち、特に望ましい時期や期間 

※自由記述回答。回答数は 610 件であった。このうち、「なし」「特にないです」など無回答と同

義の記述を除く 342 件の回答を以下に示す。 

 

# 記述の内容 

1 連休や祝日などが少ない月にあるといいあるといい 

2 ６月は連休がないので。    秋は出かけるのに良い気候であり、連休もあるから、それ+１日で休養もと

れるから。 

3 学校行事が落ち着き、気候の良い時期がよい 

4 年度末は、決算で忙しいので 1、2、3 月はお父さんが休みづらいため結局どこにもいけない。そんな時期

に休みにされても困る。 

5 冬季、寒さ厳しい折 

6 連休のない月 

7 ありえない。土日休みが前提の机上の空論 

8 どの月でもかわらない。 

9 秋がよい。  2 月はインフル等病気も流行る時期でもあり学級閉鎖や病気で休む可能性がある上にそこで

仕事を休む可能性が高いのに  キッズウィークでさらに仕事を休むことも考えると厳しい。 

10 GW など大型連休に繋がる 

11 気候の良い時期  冬は風邪を引いたり雪で旅行の計画をたてにくい 

12 春や秋など、気候の良い時期が出掛けやすい。 

13 インフルエンザが流行る時期だと、外に出るのが難しいです。 

14 ノロウィルスや、インフルエンザが流行る時期に学校にできればあまり行かせたくない。また、運動会で

疲れ、暑さで疲れているので、しっかり体力回復のために休ませてあげたい。最近は猛暑、酷暑なので、

夏休みを多くさせてあげたい。 

15 6 月には祝日や連休がないのでその月があればいいなと思います。 

16 祝日の少ない月 

17 9 月、10 月 
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18 年度初初め〜6 月頃まで  (新しい環境でストレスがたまってきた頃に家庭でフォーローする時間がある

と良いと思う) 

19 祭日がない月なので、その月ならいつでも良い。  連休にする必要性もないと思う。 

20 連休がないので平日どこかで。 

21 ６月。  祝日がないので、連休をつくって欲しい。 

22 月曜の祝日の次の日に休みにしてほしい 

23 祝日がないし、新年度で子供も疲れてるので、休みが 6 月にあればよい。 

24 いつでもよい 

25 梅やさくらがみれる頃 

26 連休に合わせて 

27 年度変わりや、年末年始などを除いた時期 

28 暑すぎず寒すぎない、気候の良い頃。  職種による所が大きいが、年度末などの繁忙期以外。 

29 連休に続けたい   

30 暑すぎる時期やインフルエンザなどが流行らない時期だと家族で出かけやすいのでそういう時にしてく

れると嬉しいです。 

31 こんなことやめて 

32 キッズウィークを望んでいないので、どこの月もない 

33 特に、祝日がない月、長期休業(春、夏、冬休み)以外の月を希望します。 

34 はるやすみがみじかい 

35 今回は、2 月で、子供が次々とインフルエンザになってしまい、せっかくの休みも、どこにもいけません

でした。もっと、気候の良い、秋くらいにしてほしかったです。 

36 春、秋など気候が良い時 

37 2 月は良かった。ただ、連休とつなげるなら、金曜が良いと思う。 

38 旅行などに行きやすいよう、他の連休の前後の設定が望ましい。 

39 9 月と 10 月の連休につなげる 
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40 外でも過ごしやすい暖かい時期がいいです。年末年始の繁忙期は休みがとりにくいので避けてほしいで

く。 

41 6 月は祝日がないので休みがあると良いのでは。 

42 長期休み期間中 

43 6、7 月くらい。 

44 長期休業中の方が、夫婦で休みを合わせやすい(選択肢が広がるため) 

45 連休がない６月 

46 梅雨時期に休みたい 

47 地域の例大祭の 10 月 

48 飯山北は 2 月でした  ありえない  保護者はインフルの流行る時期に 学校側の対応だという  噂が...  

でもその通りですね  2 月になんて  寒いし  ありえない 

49 ９月は夏休み明けで子どももだれてしまうので、中休みとして設けたらどうかと思う。 

50 天候が寒くもなく、暖かいから。 

51 今回の 2 月はよかった。 

52 ２月 月末月初をのぞく 

53 祝日がない月 

54 連休がない月   

55 キッズウィークなるものを設けた所で、官公庁は親が休日を取得しやすいのかもしれないが、民間企業勤

めでは結局親が休めない。休めたとしても、職場の同僚に迷惑をかける事は必至。共働きならば、どちら

が休むのか議論になり険悪なムードになりかねない。  非常に、独りよがりな制度だと思う。  どうして

も制度化したいのであれば、いっそのこと夏休みなどの長期休暇内に設定してもらえれば、制度を知らな

い職場の方からも一定の理解が得られると思う。 

56 暑い時期、寒い時期（インフルエンザが流行る時期）にあればいいと思う。 

57 大型連休がない月 

58 連休が少ない月。 

59 6 月だけ祝日ないので。あと、月曜振替の事が多いので、月曜休日の仕事場を選んでいるので、金曜日で

はなく、普通に月曜を振替にして欲しかった 
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60 長期休暇と長期休暇の間 

61 気候や混雑のない５月後半～６月前半など。 

62 ９月は、夏休み混んでいけない旅行に行けそう‼️ 

63 感染症の心配の少ない気候の穏やかな春、秋が一番望ましいと思う    また春は入学、進級などで子ども

のメンタルが不安定な時期なので、キッズウィークを実施する事で心の安定にも繋がると思う 

64 今回は寒い時期だったので、観光地は空いていてよかったが、もう少し気候の良い時期でも良い。10 月あ

たりとか… 

65 休みが連続するのはありがたいが、1 月〜3 月はインフルエンザなどの感染予防に気を使う必要があるの

で、春、秋の季節がよい。 

66 6 月のように祝日が少ない月にしてほしい 

67 6 月。祝祭日が少なく子供と過ごす時間が少ない月なので 

68 連休の前後で平日を振替休日にしてほしい。 

69 祝日がないから 6 月が望ましいと思う。 

70 2 月はいいと思う 

71 5 月くらいの時が、新しい環境なった子供達を休憩させてあげられるのではないかとおもう。 

72 どの月も子どもに合わせて平日に休むのは厳しいです。 

73 どこの月でもよい 

74 夏休み明けで、リズムを取り戻すのに大変なので 2 周目ぐらいにあればいいと思います。 

75 2 月は年の離れた兄弟がいると受験で大変。遊びに出掛けるのは難しい。 

76 年度初め、年度末の 12 月から 5 月は特に、かなり忙しいので、絶対やめてほしい。 

77 秋が過ごしやすい。春はゴールデンウィークもあるため、必要ない。医療関係者なので、インフルエンザ

が流行る冬は休めないので、冬はやめてほしい。 

78 長期休暇の間で休ませてあげたい 

79 特にないが、大型連休や長期休業に近くない方がいい。 

80 気候がいい季節なので、公園などに出掛けて外遊びを思いっきりさせてあげられるから。 
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81 気候が過ごしやすい時のほうが外出しやすい 

82 ゴールデンウィーク  年末年始  9 月連休に合わす 

83 実施しなくてよい。 

84 ５月のゴールデンウィーク 

85 外に遊びに行ける季節が良い。  暑くもなく寒くもない時期が望ましい 

86 祝日が少なく、学校の長期休みがない月を選択した 

87 お盆や正月は比較的休暇がとりやすい。 

88 学校生活にも慣れてきた時 10 月 

89 祝日、三連休がない月   

90 ６月や９月は学校がスタートして疲れが出やすいのではと思うので月曜が休みになると過ごしやすいの

ではと思いました。 

91 ９月、１２月 

92 8 月は夏休みなので不要。  運動会や発表会の前にキッズウィークで休みがあっても、旅行とかで普段と

違うことをさせて風邪を引かせたらいけないないので出かけずらい。 

93 暖かく過ごしやすい時期。 

94 土日登校の振替休日にすべき 

95 気候のいい時期 

96 6 月に祝日がないので、休みを増やしてほしい 

97 気候が良い時期の方が外出しやすい為 

98 6 月は祝日がないので 

99 6 月は連休が少ないから。 

100 ゴールデンウィークなら大手の会社も休みのところが多いのでいいと思う❗ 

101 親が休みやすい時期を配慮してほしい 

102 三連休となると混雑するので、飛び石連休とかに設定してほしい。 

103 気候の良い時期が良い。旅行に行けるようにもう少し長く 5 日間位が良い。 
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104 中学校の行事と重ならないようにしてほしい 

105 ゴールデンウィークに被せてほしい 

106 お正月明けや、夏休み明けは子供が学校に行きたがらないから 

107 祭日などが多いときは、やらなくてもいいと思います。 

108 １１月 暑くない時期がよい 

109 春休みが終わって夏休みになるまでの期間 

110 いつでもいい 

111 9 月、10 月 

112 夏休み休暇が取りにくいので 7.8 月頃か連休のない月の実施が良いと思います。 

113 6 月は祝日や祭日がないので。 

114 祝祭日の少ないつきが有り難い 

115 1 月は冬休みが短いので 

116 私なりに、外出しやすい気候を選びました。  孫たちと一緒に出かける事をイメージして・・・(^.^) 

117 10 月。気候が良く過ごしやすく出掛けやすい為。 

118 ６月は入学、進級から少し過ぎており、長期休暇の間に入るので、休みやすいのではないか 

119 何となくです。 

120 気候のよい週末。木曜、金曜と２日くらい続くと旅行も安くゆっくり行けていいです。 

121 祝日がない月 

122 祭日や祝日が少ない月 

123 祝祭日で平日休みが少ない月 

124 ６月に祝日がないので、一日でも休みが増えると気分的に楽に思えると思う。 

125 国民の休日が少ない月に、キッズウイークを設けたらいいと思う。 

126 月末月初は避けてほしい 

127 特にはないが、祝日がない月なので、6 月がいいかなと思いました。 
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128 ゴールデンウィーク 

129 月初、月末、連休と併せてはやめて欲しい 

130 今回同様 11 月   

131 6 月は祝日がないので、休みがあればいいと思います。  4 連休は長すぎだと感じました。 

132 祭日がないので 6 月がいいと思う。 

133 勤労感謝の日を含む前後の休みに合わせて貰えると休みがとりやすい。 

134 どこでもいいのでかなり早くから日程を知らせてほしい。休みがすぐ取れるわけでないし、どこかに行こ

うにも予約が取れない 

135 地域のお祭りに参加するのに合わせて、休みがあるとよい。 

136 ゴールデンウィーク 

137 休めるように会社に働きかけて欲しい 

138 ゴールデンウィーク 

139 実施しなくてよい。 

140 秋、外出するのに、過ごしやすい時期がよい。   

141 ６月は祝日がないから 

142 子どもが休みで自分も休める日がいつになるかはわからない 

143 年度末初め、年末年始は忙しいのでやめてほしい   

144 お盆休み時期 

145 ６月は祝祭日がないからあればいいと思う。 

146 夏休み前の季節のよい時期 

147 6 月   祝日が唯一ない月なので。   

148 ７月夏休み始め  ２月積雪量が多いとき  小学生の春休み 

149 ６月、９月、２月 

150 6 月は祝祭日がないので平日が休めたら人が少ない状態で遊べそう。 
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151 お出かけしやすい季節が良いです 

152 選択する月はありませんので、夏休みの 8 月を選択しました。 

153 テスト期間と重ならないようにしてほしい 

154 春や秋の行楽シーズン。  出かけやすいから。 

155 6 月はもともと祝日もなく  有給休暇を取りやすい。 

156 祝日がない月 

157 長期休暇と組み合わせてください。中途半端に 11 月にされても、家族で過ごすと言う趣旨には添えない 

158 祝日が少ない月 

159 キッズウィーク自体、必要ない。 

160 キッズウィークに反対 

161 祝日のない月だから、時期はいつでも。 

162 祝祭日がない 6 月 

163 5 月 7 月 8 月 12 月 1 月 

164 長期休暇、連休がない月が好ましい 

165 ６月。  祝祭日がない為、体を休ませるため 

166 夏休みなどの長期休み明けや学校行事が多い時期は、やめてほしい 

167 6 月。祝日がなくてしんどいから。 

168 １０月の下旬ごろ   

169 春秋等の気候が良い時期 

170 出かけやすい気候の時期 

171 二学期の半ばぐらい    大きな休みがないところで、ちょうどいいところがいいと思います 

172 祭日ない時は比較的仕事もお休みをもらいやすいです。     

173 年始、盆休み時期 

174 夏の川や海、冬のスキーなどじっくりと家族で遊ぶことができる時期なら親もわざわざ休みを取ってみよ
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うと思う。 

175 GW につなげて長期連休 

176 6 月は祝日がないから。 

177 6 月(祝日が無いので) 

178 結局休めないのでいつでもよい。 

179 行楽シーズンが子どもと出かけやすい 

180 6 月は祝日がなぃので、是非一回は作ってほしぃ！ 

181 ゴールデンウィークや、シルバーウィークなどに くっつけて欲しいです。 

182 時候のいい時期の方が出かけやすい。 

183 祝日のない月   

184 暑い時期に登下校が大変なので休みかあればいい。 

185 暖かい時期がいいと思う。   

186 ６月は祝日がないので 

187 学校や幼稚園での行事が少ない時期の方が休みが取りやすいです。何度もあるのは困るので 今年と同じ

くらいがちょうど良いです。 

188 夏休みの長期休みは、子供だけにしたくない。 

189 結局は、兵庫県の夫の両親に来てもらいました。頼むのが大変。うちの親は現在病気。介護休暇が欲しい。 

190 職場に理解が無いと無理です。それより介護休暇の方が欲しい。 

191 屋外でも過ごしやすい秋頃がいいと思う。  休みは取りにくいと思うが、三連休につなげて、四連休にす

るのもいいと思う。 

192 反対なので、希望なし。結局子守代がかかっただけであった。子守のとこまで連れて行かないといけない

し。金銭的にも肉体的にも負担であった。 

193 6 月 祝日が無いため 

194 3 月、卒業後で、入学式前なので 

195 ９月。子供も新学年で落ち着いた頃であり、気候が良いので出掛けやすい 
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196 ゴールデンウィーク 

197 祝日のない月など 

198 夏休みなどの長期休暇の前後が１日だけ登校するような時に休みにすればよい 

199 親の休みが取れないので、先にそちらの制度を整えるべきであり、子供の休みを今の段階で設けられても

困る 

200 三連休の前後にキッズウィークにして、四連休にしてもらいたい。 

201 お盆休みで良い 

202 真ん中ぐらい 

203 6 月は祝日がないから   

204 連休のない月 

205 季節的に動きやすい 

206 過ごしやすい時期が良い 

207 通常の連休に休みを重ねず、違うところで連休をつくって欲しい。 

208 6 月！休日が無い為。 

209 ボーナス等、収入がある月 

210 キッズウイークって、結局、夏休みみたく、子守をどうにか算段することが精一杯で、親の金銭的な負担

が増えるだけ。親も一緒に休む？はあ？って感じ 

211 いつやってもいっしょ。もうこんなの無くして欲しい。 

212 連休は 3 日までが望ましい。  それ以上だと、学校に行く日がしんどいから。 

213 なし、そもそも反対です 

214 キッズウイーク無しにして欲しい。迷惑です。 

215 いつでもいいです。 

216 祝日が少ない月だと休みやすい 

217 やめてほしい。 

218 月に祝日があまりないところ。そんなに仕事を休めません 
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219 何月でも良いが、飛び石連休になる時の平日や、連休の前後など 

220 普通に今まで通り、月曜休みの方がいい。土曜仕事だし、今回のは意味がない。 

221 年度始めや年度末、年末年始は  外していただければ嬉しい 

222 とくにないが、出かけるのに気候がいい時期がいいため 

223 年末にかけては仕事が忙しくなるので避けて欲しい。 

224 過ごしやすい時季ならばかまわないと思います。 

225 祝日がない月 

226 祭日がないから 

227 過ごしやすい気候の時期が良い。 

228 9 月 29 日   

229 6 月に祝日がないので望ましい。 

230 連休にくっつけてくれたらいいとおもう 

231 祝日や学校の長期の休みがないので、6 月がよい。 

232 気候がいい時期 

233 まとめて休日が出るのがいやです。 

234 月曜日より金曜日を休みにした方が旅行へ行きやすい。  こども園の休みと連動していないので、結局旅

行へ行けない。 

235 6 月・9 月が気候が暑く、子供も集中して勉強できないだろうから。 

236 10 月 25 日の前後が良い 

237 中間テスト後や期末テスト後に休みを合わせてくれたら家族皆んな気持ち良く出かけれるので、ありがた

いです 

238 冬場は感染症予防で外出を控えているので望ましくない。 

239 連休があるところにまとめて長めの連休にしたらいいと思ったので。 

240 春先の気候が良い頃 

241 祝日がない月 
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242 五月のゴールデンウィーク、  11 月の紅葉の時期 

243 6 月。  公的休みがないので。 

244 11 月は気候がとても良いのでおでかけするのがとてもしやすく楽しい 

245 ただ、祝日がないから。 

246 平日 2 日欲しい 

247 春、秋などの穏やかな日。 

248 気候がいい時期 

249 暑過ぎず寒すぎない時期が良い。外に出て行くのに都合がいいので。 

250 運動会や行事の多い月は休みがこれ以上とれなくなりそう。 

251 6 月は祝日がないので特に希望します 

252 土日以外の祝日等の休日が無いので､中旬ぐらいに一度あればいいかと… 

253 夏休み冬休み 

254 気候がよく、下の子の保育所児も一緒にでかけられるよう、運動会や発表会のない月がよい。 

255 行事の振り替えの休みなので、子どもたちが休みやすい時期にしてほしい。極端に時期をずらすと子ども

たちに負担がかかる気がする。   

256 今まででも休みは十分多いからなくても良い 

257 長期間。1 日だと、足らない。 

258 9 月.10 月.11 月上旬までは気候もいいので、祝日と合わせると出掛け易いと思います。 

259 夏休みや冬休み春休みなど   

260 特にありませんが  キッズウィーク自体やめて欲しいです。  学童保育に預ける事になり、お弁当が必要

になります。 

261 祝日がないので。 

262 祝日が少ない月や地元の祭りや農業の繁忙期等の行事が多い日 

263 長期休み（夏休み等）の前後。  定期テスト前は避けて欲しい。 

264 10 月後半から 11 月前半 
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265 夏休みはいっぱいあったら良いと思います。   

266 キッズウィークは必要ない 

267 連休のない月など 

268 気候が良くて、出かけたいと思う時期。  ドライブ🎶🚗💨🎶  学校での緊張感が薄れてくる頃 

269 6 月の半ばごろ、前後数週間に祝祭日の少ない期間が良い。 

270 気候のいい季節がよい 

271 テスト期間前にキッズウィークがあり、ゆっくり余裕をもって勉強に取り組めると良いと思う 

272 気温が凄く高い時期 

273 学校行事が落ち着いた時期や季節の変わり目の体調を崩しやすい時にしっかり休ませたい。 

274 6 月は祝日も無く、一年で最も忙しくないので。 

275 6 月は祝日がないので休ませてあげたい。 

276 10 月が気候が良くて参加したくなる 

277 祝日がない月で、月の中頃でないと休みが取りづらいです。 

278 パートなので休めば休むほど収入が減るので短期での休日を取りたい。秋は連休があるのでそれに合わせ

てもらいたい。 

279 夏休みの方が時間が取れると思う 

280 部活があるのなら、休日の意味がない    部活もお休みにして欲しい 

281 気候の良い時期 

282 春休み夏休み冬休みやゴールデンウィークがあるため、他の月はいらないとおもう。 

283 連休にかぶせるといいと思う。 

284 祝日の少ない月 

285 連休に合わせて 

286 特になし  強いて言えば連休の無い月 

287 10 月が、暑すぎず、寒すぎずに、気候がよくて遊びに行きやすい 
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288 春休みや夏休みなど長期休暇中。8 月ならお盆休みはあるが、それ以外は仕事があるため、子供だけで過

ごさせる事が多い。家に家族がいる家庭もある中、心苦しい。 

289 寒くも暑くもない時期 

290 10 月の秋祭りシーズン   

291 ゴールデンウィーク辺りは親も休みをとりやすい。気候もいい。 

292 ６月の祝祭日のない月  中間期末テスト前 

293 長期休みのない月 

294 特に決められたら従うし、できるならやる 

295 どこでも変わらない。 

296 気候の良い季節が望ましい。 

297 祝日が少ない月 

298 暑さが和らいで、お出かけしたいと思う頃 

299 6 月は祝日がないので連休作り観光を活性化してはどうか 

300 地域の祭りに合わせるといいかなと思います。 

301 子どもの休暇期間の前か後ろにくっつけて。それなら仕事の休みが少しとりやすい。 

302 月末月初以外 

303 夏休みと冬休みの間で、暑くも寒くもない時期 

304 キッズウイークには反対です 

305 ゴールデンウィーク 

306 夏休みなど長期休暇に合わせてもらえるといい。 

307 10 月、11 月は気温的にも過ごしやすく出掛けやすいから色々家族で出掛けやすいと思う 

308 夏休み等の長期休暇 

309 5 月のゴールデンウィークに合わせてもらえたら非常に良いと思います 

310 暑いので一回に３日位の休みが有っても良いと思う。 
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311 学校行事も落ちつき、仕事も比較的落ち着いている人が多いのではないかと思う。９月、１２月、３月な

ど、決算などの影響を受けやすい時期は外してほしい。 

312 せっかくなら宿泊や飛行機の料金の安い時期がいい。 

313 子供が小学生のうちにキャンプに行きたいので真冬と真夏をのぞけばいつでもいいです。 

314 祝日が少ない月がいいかと思う 

315 涼しくなった頃   

316 暑すぎず寒すぎない時期がよい 

317 9 月末は涼しくなり、屋外でも遊びやすくなるので。6 月は祝日がないので。 

318 祝日がない月 

319 ６月は祝日🎌がないので、６月中に一回はお休みがあればいいと思います 

320 秋の紅葉とかを、子供と見たい 

321 涼しくなりかけの期の真ん中どころが理想 

322 10 月あたりだと、季節がら過ごしやすく、子どもたちを外に連れ出しやすい 

323 連休期間が長いと親の休みが取れず子供たちで過ごすことになるので意味がないと思う。ので、特に休み

もない間の月が望ましい。休みも取りやすいかも。 

324 部活や新人戦テスト期間を外した時期で欲しい 

325 テスト期間と同じにされると旅行等に 出掛けられないと思う。 

326 長期休みの月にキッズウィークがあればいいなと思う。 

327 祭り時期に繋がると地域行事もあり、子供も疲れがとれるのではないかなぁと思うから 

328 学校のテスト発表やテスト中にかぶらない 

329 今年のように台風の影響とかも考えて１０月とかが季節的にいいかなと思います。 

330 紅葉の時期だと旅行や行楽に使いやすい。 

331 子供の定期テスト等に関係ない時期が望ましいです（特に中学生） 

332 春、秋  気候が良い時期 

333 長期の休み前後に絡めてくれると休みが取りやすい 
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334 気候が良く、家族で過ごせる日にお願いしたいです。子供が大きくなる程、全員の休みは合わせにくく、

出掛けられません。連休が続いても、家で過ごすだけで終わります。もったいないです。 

335 長期休暇(夏休み、冬休み)が伸びるくらいでよい。 

336 夏休みや長期休暇の時期 

337 ６月は祝日がないから。 

338 仕事は休めないので、キッズウィークは迷惑ですし、必要ないです。 

339 今年と同じでよい。 

340 夏休みだけで十分です。 

341 祝日がない月に、土日に合わせて連休として設けられると、子どもが気が休めるので、望ましい 

342 ゴールデンウィークが飛び石連休になっていたら、上手く連休がつながるようにしてほしい。 
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20. キッズウィークによる休業日の統一に対する評価 
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21. キッズウィークに対する意見、要望、疑問点など 

※自由記述回答。回答数は 637 件であった。このうち、「なし」「特にないです」など無回答と同

義の記述を除く 518 件の回答を以下に示す。 

 

# 記述の内容 

1 結局親が休めないのに意味あるのか疑問です。 

2 休みをとっても子供と出かける場所がない  お金をかけずに行ける場所やイベントがあればいい 

3 今小学校６年生です。  今年は西中の説明会がキッズウィーク中にあり、また、弟が幼稚園で登園する

など、本来の目的を果たす状況にはありませんでした。  改善点は沢山あると思います。 

4 ２月の実施は、一年で一番寒い時期、体調管理が難しい時期として不適当です。  また、キッズウィー

クとして決まっていたのに、入学説明会を実施するのは、家族で過ごせず、本末転倒です。 

5 子供や公務員の人は休めても一般の会社では休みないから一緒にはいられない   

6 働いてる親にとって休みを平日にとることは、難しい。そのかわり主人が休みやすい夏休みに休みをと

り家族旅行などに行っている。それ以外でキッズウィークとか勝手に作られ困る。   

7 会社や仕事場も休みをとりやすくなるように社会全体が動いてほしい。 

8 小学生一人が休み、父は仕事、弟は幼稚園、本人は友達の家に遊びに行きました。  友人宅へ行ってな

ければ私がどこかへ連れていくか家で過ごすかということでした。  弟の塾にも連れて行かなくてはな

らず、退屈かもしれません。    本人は休めてうれしかったかもしれません。  父も仕事を休めなかっ

たので家族と何かして過ごすというテーマとは違う休日になったかもしれません。。   

9 キッズウィークとして月曜日を設定していたが、土曜日に学校行事があったので、結局連休は同じ！そ

れなら、連休が増える設定にしていただけると！より一緒に活動できる幅が広がると思う。 

10 キッズウィークは要りません 

11 キッズウィークに合わせて仕事の休みは取れないので、趣旨に合っていない現状があると思う。 

12 ありえない。仕事休めない人はたくさんいるはず。子どもが余計辛い思いをするのでは… 

13 土曜日休み。警報になれば休み。  その上キッズウィーク。  わけがわかりません。  有給もない人は

無給です。 

14 企業等にもアピールし、働いている保護者の休みを取りやすくすることが大事。 
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15 火曜日水曜日が夫の仕事休みで、あるので、連休にしなくてよいから火曜日とか水曜日に休みをいれて

もらえたらありがたいです。  夫の会社は土日に有給とること事態が難しいので 

16 なかなか企業では、キッズウィークが浸透してない。まずは、そこを浸透させてもらわないと  なかな

か仕事を休み子供と過ごすというのは難しい気がします。 

17 連休にするなら、月曜日ではなくて、金曜日にしてくれた方が休みがとりやすい。  特にもともとの連

休に合わせるなら、連休明けは仕事が忙しいことが多いので、休みがとれない。 

18 子供は休みになって喜んでいたが、親が休めないのではやはりあまり意味がない。  くにの取り組みと

して社会に浸透していない。 

19 キッズウィークは 3 学期に持ってくるのはどうなのかな？と思いました。  (インフルエンザ等や胃腸炎

が流行る時期なので) 

20 キッズウイークなのであれば、その日だけでも宿題はやめてほしい。 

21 せっかくの休みならば、宿題もないくらいがいいと思います。  スポ少も絶対に休みとかにしてほしい

です。 

22 認知度が低いので仕事を休みづらいです。寒い時期より暖かい方がよい。 

23 今年、キッズウィークの日に中学校の入学説明会があって意味がなかった。 

24 ありがたい 

25 祖父母の負担 

26 実際に働いている親としてはキッズウイークが休めるかは難しい問題であり、祝日が月曜日となり連休

が増えている昨今にこれ以上連休が必要か疑問です。  学力低下が言われているのに、学級閉鎖になっ

たり、警報での休みがあったりと休みばかり、その日の振替で授業する事はないのに…休みばかり増

加。  大丈夫ですか？  キッズウイークで親子で過ごすのではなく、普段からの休日の過ごし方を見直

された方が良いと思います。  キッズウィークは親の負担を増やすものでしかないと思いました。 

27 そもそも必要ない。 

28 今年は 2 月でインフルエンザも流行っていた時期でもあるし、真冬で寒いので、外出しづらかった。暖

かい時期に実施すれば外出できたのにと思う 

29 市内が一斉にされると、職場での休みが重なって、正社員よりパートが優先されるので、どうせ休めな

い。  子供の授業参観の振替で休みにされるので、授業参観の日も休んで、振替も休むなんて、到底で

きない。  キッズウイークとかにされると、ほかの子は両親と過ごしたのに、どうしてうちは、仕事休

んでくれないの。仕事ばっかりしてって、子供に言われて、とてもつらい。高学年ともなれば、理解も
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あるが、小さい頃は、ほかのお母さんはって言われてとてもつらかった。  自分なりに、休みの日はず

っと子供と過ごして、他の家庭並みに子供と接して育てていると思うが。 

30 事前に日時が決まっていたら、休みが調節しやすくて、旅行など予定を組みやすい 

31 そもそも、キッズウィークがなぜ必要なのかが分からない。 

32 金銭的な負担が大きいのでまた地域振興券の発行などを検討してほしい。 

33 今回、せっかくのお休みが中学の説明会が入り何も出来ないし、下の娘は１人でお留守番をさせる事に

なった…こんな事なら、学校に行かせてる間に説明会に行く方が安心だったのになと思うので、キッズ

ウィークに学校行事を入れるのはやめてほしいです。 

34 休みばかり増やして、平日の授業に負担がかかっているよう思う。家族で楽しく出かけるなんていう理

想通りに皆ができるとは思えない。  押し付けられてる感がいや。 

35 親休めない。子守代かかる。 

36 出掛けるとなると金銭面がキツイ     

37 共働きで平日仕事が取れないので子供はいいかもしれないが、親はストレスに感じる場合がある。 

38 不要です 

39 国の場当たり的な、政策としか思えない。キッズウィークを実施したという名目と実績があればいいか

もしれないが、全く浸透していないため、有給も取得しにくい。  また、中学校の説明会と重なったた

め外出もできず、下の子を連れて、自分の病院に行きました。  せめて、中学校の説明会日程は調整し

ていただきたいと思います。 

40 家族でと言う意味では、兄弟が同じ日にお休みでないとあまり意味がない。  子供一人に対してと言う

意味では、マンツーマンでゆっくり出来た。  父親の休みはなかなか融通がきかないのが実情です。企

業、職種、年齢などにもよります。 

41 子供のキッズウィークによる連休は賛成ではあるが、親の休みが取りづらい。企業自体はキッズウィー

クのことを知っているのか？？もっと国や市から企業にもキッズウィークに合わせて休みが取れるよう

に推進してほしい。親の休みが取れないことには子供だけ連休を増やしても意味がないのでは…。 

42 個人としては、水曜日しか休みがないので、いつ休みになっても、あまりかわりありません。平日休み

は、どこも空いているので、遊びに行きやすいので、嬉しいです。 

43 子ども３人が、幼稚園、小学校、中学校とバラバラで、それぞれキッズウィークの日が違い、家族揃っ

て出掛けたりしづらく、行事後の月曜日に振替休みがあるのと変わらない過ごし方になってしまう。 

44 子供を休ませるなら職場にも働きかけるべき。 

389



46 

 

 

45 回数が多いと休みにくいので、1、2 回が良い。  丸亀市や中讃で、など統一してもらえると嬉しいが、

企業に勤めている方は休みにくくなるかもしれない。家庭によって事情が違うので、全員に合うように

するのは難しいと思う。我が家の場合は、祖父母はどちらも県外であてにならない為、キッズウィーク

のためどちらかが必ず休みしないとならない。しかし現状だと母親は 100 パーセント休みは取れない。

（教員のため、近隣学校が同じ日にキッズウィークでないと休めない）父親は休みが取れたが、やはり

会社で 4 連休か、など色々と言われ、取得しにくい状況だった。もっと大々的にこのような取組をする

と企業に宣伝して欲しい。皆が制度を理解して有給取得しやすいようにして欲しい。 

46 中学と小学が日が別の日では遠出の旅行は不可能。   連休に合わせるなら、金曜日を休みにした方が混

雑を避けて移動しやすい。 

47 キッズウィークが子育て世代以外に全く浸透していないため、それを理由に有給休暇を取得することが

できなかった。通常の休みを取りました。有給を取りやすい環境になって欲しい。 

48 仕事をしているので必然的に休みをとることとなるが通常の連休の上に更に休むことに気が引ける。連

休になったからといって旅行に行く余裕もない。 

49 親世代はなかなか休みが取れない。せめて市内の企業だけでもキッズウィーク期間中は特別休暇が取得

できるような配慮があれば、休み安く、子供と過ごせる。  子供と一緒に過ごせてこそのキッズウィー

クだと思う。 

50 会社が全く非協力的で、休みが取れません。市内の全ての学校が同じ日にキッズウィークを設定した

ら、休みやすくなるかもしれません。 

51 キッズウィークだからお休みしないとねというくらい、企業や職場に制度が定着すると有難いです。周

知をお願いします。 

52 土日などに学校に行った振替休日はいままでどおりその次の日がよい。別の日にまわすと、その週は１

日のみの休みになるので、2 連休が常にある方がのぞましい。 

53 有給休暇を自由に取れないし、キッズウィークの認知度も低いため、子どもに合わせて、休みをとれな

い。もっと宣伝してほしい。 

54 キッズウィークの日に、中学校の周知会があったので、旅行の予定をどうしようか悩んだ。 

55 今回、休みを利用して、安く旅行に行けたので、ありがたかったです。 

56 働いている人なら当然分かると思うが、連休が長ければ長いほど、後の仕事が忙しくなるし、年度末は

いっそう忙しくなる、そんな中２月末に休みをとるなんて不可能。連休ではなく、週の真ん中に１日休

みがあれば、地域のちょっとしたイベントに参加して親子で楽しめるのに。大型の連休は今あるだけで

もう充分。 
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57 兄弟の年の差があるので、上の子に合わして休むより下の子に合わして休みを取るようになるし、兄弟

のキッズウィークがバラバラでは、家族で過ごすのは難しい。国を上げて企業を休みにしないと、子ど

ものいない人は休めないから、後ろめたさもあって休みにくい。インフルエンザによる時間短縮や学級

閉鎖で最後に授業日数が足りなくて 7 時間授業とかしないといけなくなるのに、まだ休みを増やす意味

が分からない。 

58 子供が休みになったからといって、土日祝日が仕事の人に、休みは取りづらいと思います。夫婦共働き

だったとしても、どちらかが仕事だったりで、本当に家族みんなで一緒に休める日なんて限られている

のではないでしょうか。「有給休暇をとって…」とありましたが、有給休暇があるのならば、休んでも

給料確保できますが、パート等でそれが無いなど、その場合は収入が多少なりとも減ることになりま

す。 

59 キッズウィークという言葉は初めて聞きました。いつあったのか分かりません。 

60 もっと広めて盛り上げてほしい 

61 通常の振替休日と同様に学童に行かせたので特にキッズウィークだから、何かしたという訳でなかっ

た。月初、月末の設定では絶対に仕事は休めそうにはない。 

62 両親は共働き、土日祭日は仕事。そのような家庭もあることも考慮していただきたい。 

63 学校側の都合で  ありえない    飯山北はなぜ  2 月？  意味が分からない  寒い中  どこかでかけれ

る？  最悪ですね 

64 学校行事の振り替えはすぐにほしい。今年、11 月の振り替えが 2 月になったので、子どもがしんどそう

にしていた。 

65 子供との時間を連休になればゆっくりとれるので嬉しい。ただ連休の多い、長い月は避けてほしい。 

66 キッズウィークの時、親が休み取りやすいように配慮（周りから文句を言われないように）して欲し

い。職場に同じ世代の子供が多いとパートであっても皆、同じ日に休みを申請してしまうので、方区別

に休みを取れれば他の人と重なる可能性が少なくなるので働く方も休みが取りやすくなると思う。ま

た、職場自体がキッズウィークの休みを快く受け入れてくれる事も大切だと思う。学校側もキッズウィ

ーク時には、あえて宿題を減らす等の配慮もして欲しい（せっかく休みを取っても親の負担が増えるの

で…）。  場合によっては家庭の出費（子供の数にや年齢にもよりますが食費や旅費等）が増えるので

負担してもらえるとありがたいです。   

67 4 月にわかるのではなく、前の年の後半には知らせて欲しい(12 月くらい) 

68 キッズウィークの存在や主旨を知っている人が少なかった。  自分の場合は、職場と学校の地域や子供

の習い事の地域が異なり、休みの日にちが異なる上に職場や習い事先の人がキッズウィークを知らなか

ったため、キッズウィークの説明が多く必要だった。  キッズウィークが有給休暇取得推進政策だとい

うことや、その日にちが地域や学校によって異なることを、もっと知られるようにして欲しいです。 
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69 今回、キッズウィークのおかげで、初めて年休をとれました！ポスターも配布してくださっていたおか

げで説明しやすかったです。中小企業で家族経営の会社は全てではありませんが、利益にばかり目が行

き、都合よく従業員に業務内容を提示せず今回、年休何日ありますか？との問いにも答えてくれません

でした。四月から年休が義務化されること、損失ではなくリフレッシュしてやりがいがもて、会社にと

って逆に利益なこと、年休をとるときの立場の上の人の態度の問題を会社が理解するように合わせて盛

り上げてほしいです。年次休暇簿と言う言葉もご存じなく、ポスター、手紙、勉強会などで経営者側を

教育してほしいです。  こどもと、お菓子作りを楽しんだ素敵なキッズウィークの１日でした。  これ

からも、続けていただきたいです。   

70 家族で共に過ごし、いろいろなレジャーを一緒に楽しんだり、ふだんではできないような体験や経験を

したりできるようキッズウィークを実施してほしいと考えています。 

71 平日の子供の休みだけが増えても共働きには意味がない上、子供を一人家に残すことの心配が増え、仕

事にも差し障る。全国的に公休にするならよいと思う。 

72 キッズウイークが認知されておらず、職場で休みが言いづらく、理解も得にくいし、結局職場に言えず

学童利用の人も多いと思います。まず、行政が県内企業に祝日扱いで強制的に働きかける必要があると

思います。 

73 今回は、父親が県外に勤めているが、有給休暇を取ってくれた！家族で神戸へ旅行へ行けた。 

74 不要です。中途半端な制度です。  家族で過ごす時間は大切にしています。  親に有給消化の推進が目

的であるならば、働きかけるべきは学校ではなく企業だと思う。  恐らく、この制度では貧富の差が余

計に開きかねないと思う。  休める親は（致し方なくだとしても）休み、レジャーに出かけるが、そう

でない「働かざるを得ない」ようなご家庭の方が積極的に休暇を取得するとは想像し難く、キッズウィ

ーク明けの子供達の会話が心配だ。 

75 学校、幼稚園の休みが同じでないと出かけることが難しいと思う。 

76 キッズウィークを利用して遠出したいので、連休前に終わらない宿題は出さないでほしい。 

77 親が現状仕事を休めない状況の中でキッズウィークの意味があるのでしょうか？   

78 共働きの世帯には、なかなか平日を休むのは難しいと思います。  有給をとって、子どもとお出かけし

たいが、兄弟の部活や学校との絡みもあるし、なかなか一緒に休めないのが現実でした。   

79 特に設定する必要はないのではと思う。土日休みや祝祭日で充分だと思う。 

80 月曜振替の事が多いのに、今回は金曜日。月曜定休の職場を選んでいるので、月曜にして欲しい。  金

曜日では絶対に休みが取れない。  あと、今の世代は金銭的な問題も多く、子供が休みであっても、ど

こにも遊びに行けないのが現状。経済格差が大きいと思います 

81 保育園も対象にしてもらいたい 
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82 親が休めないと辛い思いを子供にさせる 

83 今年度のキッズウィークの実施が 2 月だったが、インフルエンザが猛威を奮っており、感染を避ける為

に何処にも出かける事が出来なかった。  単に学校行事との兼ね合いではなく、そういった健康面にも

配慮した時期が適切だと思う。  また、休みとはいえ、宿題の負担が大きく、その辺りも学校で配慮し

て下さると更に良かったと思う。  金土日の実施よりも土日月の方が子どもが 1 人になる時間が少なく

て助かる。 

84 今回はただの振替休日でキッズウィークの意味がありませんでした。市の担当者が国の取り組みを理解

していないようです。本当に効果的だと思うのなら真剣に方法を考えるべきだと思います。あまりにも

安易な取り組みでがっかりしました。 

85 風邪など感染症のはやる時期の休みはどこにもでかけられないのでいらないと思う。 

86 今年度は、年度始めにキッズウィークについてのお知らせがあったので、旅行計画を立てたり、仕事の

休みの調整がし易かった。今後継続するのであれば、今回のように年度始めにキッズウィークの予定日

を知らせて欲しい。 

87 三連休に更に休みが追加されるのは辛い。休み明けで仕事がたまった上に、更に休むのでキッズウィー

ク後の勤務日に残業することになり、休んだ意味があまり無い。小学生の子供だけが休みで他の家族は

通常営業。夏休み、春休み、冬休みもあるので、これ以上連休ができたとしても、旅行の機会など金銭

的に増やせない。現状休みが増えても給与が増えるわけでもないので 、キッズウィークはいらないで

す。 

88 もっと詳細も含め認知度をあげていく方がいいと思いました。 

89 せっかくのキッズウィーク。今回なんとか休みをとりましたが、下の子の時は休めませんでした。職場

に何度も休みをお願いはしにくいので、同じ市内の学校や園のキッズウィークは一緒にしてほしいで

す。 

90 義務付けるのなら、職場の休みが取りやすい環境が必要。  サービス業には無理な話。 

91 兄弟がいると別々に休みになっているので みんなで何かをする時間がとれなくあまり意味がないと感じ

ました。  それよりも個々で好きな日にちを１日だけ選べるようにしてはどうかと思います。  その時

は欠席扱いではなくしてはいかがでしょうか？  そうしたら家族での予定が立てやすいのではないかと

思います。 

92 丸亀市の職場で働いてるが、上司は知らなかった。なので、休暇を取りづらかった。周知を徹底してほ

しい。 

93 平日に休みを取ることは難しいので、キッズウィークの意味があるのかどうかは疑問。  休んでも友達

と遊んだりするなど親子の関わりがないが、子供同士の関わりが持てるメリットはある。  子供にとっ

ては休みが増えて、気分的には楽しみが増えて良いと思います。  私は土曜日出勤なので連休を取るこ
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とは難しいのが残念。  金曜日にキッズウィークの１日に当てられたが、月曜日にしてもらえたら、

日、月曜日と連休になるのに…と思う。  キッズウィーク中のイベントは是非考えて欲しいです❗ 

94 金曜日より月曜日が休みの方がいいです。 

95 教員をしています。キッズウィークについて内容は理解していますが、我が子の休みに合わせて１日仕

事を休むのは難しいです。市内が統一されれば、気兼ねなく満喫できます。 

96 丸亀市の考え方には、とても共感しています。ただ、仕事をしていると締めの関係で、月末月初に 3 連

休というのは、休みを貰い辛いところがあります。いろいろな働き方をしているとおもうので、一概に

いつとは言い切れませんし、金土日なのか土日月なのかともわかりません。  もし、できるなら連休に

は、しないで週の真ん中にあるのもお得感があって良いなと思います。 

97 土曜の参観の振替休日が金曜だったので、月曜日に文句を言ってました。3 連休の方がいいと思うの

に、子供はそう思わないようです。 

98 キッズウィークを設けることにより、授業日の勉強内容が詰め込みすぎるようになるのではないか。 

99 取り組みの主旨が分からない。共働き家庭には仕事の調整など難しい。時期も 2 月はよくない。  ただ

単に学校休みです、ではキッズウィークの意味がわからない。イベントがあるとか、学校を離れて何か

子供が楽しめたり、体験できたりすることがあればと思う。  だだ学校休みです、なら親の負担が増え

るだけ。 

100 廃止してほしい。  共働きで、こんな忙しい 2 月に設定されたら迷惑。例え休めたとしてもインフルエ

ンザが流行っているいる時期に外出したくない。人が多く集まる場所への外出は控えるようにって言う

のに、なぜ、有給まで取って外出するように推奨するのか疑問。  休みが取れる家庭、専業主婦・主夫

がいれば嬉しい制度かもしれないが、親と過ごせない子どもが発生して、格差が生じる。親と過ごした

いのに、過ごせない子どもがかわいそう。親と過ごせない子どもが集まれる場所、イベントがあれば、

という設問があったが、毎日の登校もバタバタなのに、わざわざ仕事前に学校以外の場所に送迎するの

が、無理。そんなに暇な人ばっかりじゃない。迷惑でしかない。会社にも社会にも全く周知、理解もさ

れてないのに実施されては困る。  来年は無くしてほしい。 

101 医療関係者は、どうしても資格を要するため、人手不足で休みづらい。その中でも、休みやすい時期に

設定していただければと思います。 

102 冬は寒いので、秋など過ごし易い時期なら行動範囲も広がりよいと思う！ 

103 今年度、節分の行事の日とキッズウィークが重なり、給食の節分メニューが子供が食べれないのが残念

だった。仕事も休みづらいのに子供を見る人がいないので、しぶしぶ休むようになった。なので全国で

統一して学校が休みになれば、仕事柄休みやすいのにと思った。 

104 振替休日がある日は、イベントをたくさん実施して欲しい 
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105 キッズウィークがもっと公的な休みになれば職場にも強気で休みの希望が出せるが…現時点では厳し

い。子育て世代だからと理解された職場ではないので、行政でこれからもアプローチして欲しいと思

う。 

106 キッズウィークがあるのは、子供にとっても休暇になっていいのですが、小学校と幼稚園が別な日で

は、無駄に家にいるだけで、ダラダラ過ごしてしまいがちになる。  それに合わせて、父親が休みは取

れない。  幼稚園でお友達と過ごすほうが楽しい様に思う。 

107 親が休みを取れないので、あまり意味がない 

108 仕事をしている人がいきなりキッズウィークだと言われて休みを取れる人は少ないと思う！  逆に、行

事が終わっての振替休みを次か前の週に移動させることによって、その週の子供たちの休みは 1 日だけ

になります。行事後こそ、疲れが溜まっている分休んでほしいので、普通通りに月曜日振替休日の方が

親としては安心できる。 

109 一般企業では冠婚葬祭ではないのに、土日に連結して有給を取るというのは理解されにくい。  有給を

取るのであれば、家族で計画をした旅行等に使いたい。  せめて同じ校区内の学校と幼稚園の休日は合

わせるべきだと思う。  考えが浅はか過ぎる。  わざわざチラシも不要。税金の無駄遣いである。 

110 子どもが休みであっても、父親が仕事を休めるわけではないので結局母親１人の負担になる。普段の土

日と何らかわりないので親も休暇を取りやすくするためにもっと働きかけをしてほしい。 

111 三連休でなくてもいいと思います。仕事を休めないので…月曜日振替とかで十分です。 

112 祖母が遠方から（飛行機）来てくれてるのにキッズウイークで休みがずれるためお見送りに連れて行っ

てあげれない。    子供に合わせて仕事休める人ならいいんだろうけど振替をずらす事で大人が休める

とは限らない！ 

113 親子で過ごす時間を持つ目的ならば、こどもの休みに合わせて、親も必ず休める体制を作ってもらいた

い。こどもがただただ連休を留守番で済ませているのは、何のためのキッズウィークかわからない。み

じめなだけ。 

114 親も必ず休めるシステムにして欲しい 

115 キッズウィークを作るために土日に通園したため、子供が体力的に大変そうだった。  親も振り替えで

出勤する日が出来てしまうので、あまり意味が無いと思う 

116 我が家は比較的希望して休暇が取れていますが、お友達の家庭ではそれが難しいようです。なぜならご

主人の会社が市外だったりして、キッズウィーク制度を知らなかったりするのもあります。市外の親で

もこぉいった制度があるとゆう事をもぉ少し大々的に認知してもらい休暇が取れる働きかけを国や県を

あげて知ってもらう必要があるように思います。また、全国的にキッズウィーク制度が出来た場合、(県

でも色々な地域で行うとなった場合)それぞれが被らないようにして頂きたいです。テーマパークだった

り観光地へ集中してしまうことを避けて頂きたいです。 
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117 夫の職場は、有給があっても無いようなもので、親族の忌引きでさえ嫌な顔をされる雰囲気なので、キ

ッズウィークのための休暇はとても取れそうにない。今回のキッズウィークで、有給が取れて裕福な家

庭は県外旅行に出掛けて、子どもが羨ましがっていたけれど、我が家では難しく、キッズウィーク格差

が出てしまうので、通常通り学校で授業を進めていただきたいです。学校の宿題で、キッズウィーク期

間中の絵日記が出たのですが、これも上記と同じ理由で、好意的に感じませんでした。親が試されてい

るようで次回からプレッシャーになります。 

118 部活の制限や強制参加等の下地を作った上で親が時間をどう使おうとするか様子見しては。  行政とし

ての達成目標は旅行者や施設利用の割合増でしょうか？どんなんでも一度定めたなら明確に向かって欲

しいですし、メディアをもっと通して欲しいです。   

119 親が揃うのが大変です。行きたくても、中学は学校だと、いつもの土日と変わらない 

120 中学生の子供と小学生の子供が同じでなかったのであえて夫は休む必要は無いと思った。 

121 市から市民に呼び掛けるのではなく、職場内での理解がないと、キッズウィークを企画する意味はほと

んどないと思う。実際、有給が取りやすい職場ばかりではない。   

122 必要ないかなって思います。 

123 結局、親が休めないと子どもとは一緒に過ごせないので、官民をあげて、全県的な取り組みにしてほし

い。(同じとその子がいる職場の同僚は市外にすんでおり、キッズウィークを知らなかった) 

124 基本的に、やめてほしい。 

125 凄く良い計画ですね 来年以降も期待してます。 

126 休みを取れない人にとってはとても困る。キッズウィークを旅行などで楽しんだ友達の話をとても羨ま

しそうに話す子供を見て申し訳なく思った。 

127 親が仕事を休めないと、子どもを家に一人で置いておくようになり、不安があります。親がそのための

特別な休暇が取れる制度などがあればいいなと思います。 

128 実施続けて欲しい‼️ 

129 子どもの学校行事ではないのに仕事を休むのはなかなか勇気がいることです。  キッズウィークと名乗

らずただ普通に学校行事の振替休みってゆうのではダメなのですか？  このキッズウィークは誰が得を

するのですか？よく意図が分かりません。働き方改革は現実的には難しいと思います。 

130 高校生は対象外なのでしょうか？ 

131 父親が平日に休みをとるのが難しく、共働きの場合休みをとるのは母親になってしまう。連休になると

それだけ母親の負担がふえるので、キッズウィークはいらない。 
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132 今まで通りの、振替休日に戻して下さい。キッズウィークの実施に反対です。 

133 各家庭にキッズウィークの日を知らせても、勤務先は知らないので有給はもらえない。国や市から勤務

先に「キッズウィーク」をもっと周知し、有給を取りやすい環境づくりをしてもらいたい。 

134 ふだん休みを取りにくい学校の先生のための取り組みですか？ それはそれでいいと思います。とくに

生活苦の者には何の恩恵もないです。 

135 共働きの家庭が多く、近くに祖父母がいないため、平日休みになると見てくれる人がいないので困る。

仕事は休みが取れないので……長期は、学童があるから助かります。（金銭面では出費がある。いろん

な面で） 

136 前ページにも記入しましたが、共働きの家庭においてはキッズウィークはとてもつらいです。親が仕事

を休めずひとりですごすのは子どもです。普及させたいのであれば役所、企業がもっと協力できる社会

にしてからではないでしょうか。また同年代の子どもさんがいる親がひとつの職場にいると休みもとり

づらいです。そのあたりの配慮もすべきではないでしょうか？  

137 うちは、小学生、中学生 2 人兄弟なので、同じ日に休業の方が良い。2 人休みがいっしょなら出かける

ことも考えれた。今回は別々の休みだったので、ただの振替休日になった。 

138 特に共働きの家庭では、休みを親がとるのは難しいのでキッズウィークの必要性を感じません。昔と違

って学校は土曜日も休みなので休みは多いはずです。 

139 仕事をしている親は、キッズウィークに合わせて休みをとる事が難しいと思います。 

140 親もキッズウィークに休めるような取組をしてほしい。 

141 共働きの家庭の子供は学校が休みの時どちらかの親が仕事を休まなければならないので、子供だけで過

ごせる場所を作ってもらいたい。市外で働いていると、「なんのこと？」となって休みにくいです。 

142 平日に休みを取ることは難しい。学校行事の参加の為に休みをとるのも心苦しい状態の上に勝手に（知

らないうちに）キッズウィークができていたのでおどろいた。全ての会社が気軽に有給休暇をとること

はできないのを分かってもらいたい。 

143 キッズウィークの日数を増やしてほしい。 

144 キッズウィークを導入しても親が働いているので親は休みにならない。丸亀市だけキッズウィークを導

入しても親の勤務先は丸亀市ではない。子どもは暇している。キッズウィーク反対派です。 

145 必要性を感じない 

146 夏休みを減らして欲しい  もしくは、登校日を増やしてダラダラと過ごさないようにしたら良いと思う 

147 知らない人が多いと思う。  やるならもっと告知が必要。 
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148 仕事をしている親は仕事を休めないので、結局は青い鳥に預けて仕事をしなくては ならない。  キッズ

ウィークの意義が分からない。 

149 こども園の先生方の連休、お休みにあててもらえたらいいと思う  先生方の福利厚生の待遇をあげて、

離職率の低下に繋がればいいと思う 

150 キッズウィークのお陰で家族でゆっくりと遊びに行くことができて、ありがたかったです  ただ、年度

始めにあらかじめ日にちを決めてもらえると、主人の休み調整もしやすいので、いきなり言われるより

はいいと思います 

151 来年からもキッズウィークがあると嬉しいです。 

152 台風などで急遽休みになるが、授業の遅れなどは大丈夫なのでしょうか？ 

153 連休を作る為に行事の振替を別の週にすると、行事週の休みがなく、子供の疲れがとれないまま次週の

学校が始まり悪影響。  まとまった休みは暦上、他にもたくさんあるので、これ以上の必要性を感じま

せん。 

154 各家庭が考えて子供との時間は作っていると思うので振替休日を作って連休を作るのはやめてほしい。  

与えられた休日に大人が休める事のほうが少ないと思います。  結局、学童に行くので、それなら学校

でみんなと一緒のほうが楽しいと思います。 

155 民間企業では、キッズウィークに対して理解はなく、単なる有給となってしまう。 

156 親が休めないので結局支援などに頼って  余計な出費になるからあまり必要性を感じない 

157 会社がキッズウィークのための有給休暇取得を積極的に推奨してくれなければ、やはり家族で過ごした

くてもなかなか難しい。結局は子供だけ家でゲーム三昧。連休にくっついていても、特に関係なかっ

た。 

158 なんだか、共働きを責められているような感じがします。キッズウィークだからといって仕事を休める

程無責任な事もできなければ、働かないと生活もできません。  子供と過ごす時間が大切なのもわかり

ます。ただ、こちら側としてもそもそもキッズウィークなんて設ける必要があるのかと疑問もありま

す。 

159 仕事休みを取れない家庭では、子どもたちだけになりかわいそうだと思う。  特に小学生以下になると

学校にいる方が友達と遊べて楽しいだろうし、逆に中学生以上になると休みに親と過ごすこと自体が減

るので連休を作ったところで意味が無いと思う。 

160 キッズウィークに、スポーツの大会や、練習試合などがあると、結局そちらに行かなくてはならず、家

族で過ごすことはできない。丸亀市がクラブやチームなどにキッズウィークの過ごし方を共通理解とし

て徹底して伝えてもらいたい。 

161 キッズウィークの目的がわからないし、休みばかりいらない。 
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162 GW みたいに全国的も有名にならないと有給休暇はとりにくい  

163 職場でのキッズウイークの認知度が低い。学校だけでなく、大人がもっと理解してくれるようにしてく

れないと休みをとれない 

164 今回私は休みがとれて子供と楽しい時間が過ごせましたが家族では過ごせませんでした。  勤務先が市

外で勤務先で休みの話しをしたら驚かれました。また、パートで有給扱いにならない為その分収入が減

りました。夫も今年勤務先が市外で休みを取るという認識が薄く多忙な為休みが取れませんでした。休

みが取れないとなった場合子供は休みは嬉しいでしょうが親と過ごせないという悲しい思いもする子も

出てくるのではないかと思います。市単位でなく県単位の取り組みなら職場の理解も得やすくキッズウ

ィークが実施しやすいように思います。 

165 仕事してる親が多いです。  よほどの理解のある職場じゃないと、休めません。 

166 キッズウィーク中に学童保育が利用できると、利用してしまうので、仕事を休むことができなく、子供

と過ごせないので学童保育のほうも同じ日程でお願いしたいです 

167 保護者が休めない事も多く、寂しい思いをしている子どもがいる事を理解して欲しい。  一部の子ども

にとっては、キッズウィークは子どもを喜ばせるものではなく、苦しみを与えるものになっているので

は？ 

168 兄弟で休みが異なると、あまり意味がないと感じる。 

169 親が職場で休みを取りやすいように、もっとＰＲして欲しいです！ 

170 キッズウィークで休みをとる人が多く、その穴埋めとして父親が連日の早出、残業と忙しかった。家族

全員で過ごすことはできず、普通の休日となった。色々な業務があるので、何度かに分けて、平日の休

みがあったらいいと思う。 

171 キッズウィークは必要ない。そのため学校の授業日数を削るのはよくない。まして垂水小学校はキッズ

ウィークのために垂水フェスティバルと称して以前の授業参観の延長で意味のない時間稼ぎをし午前 11

時下校。こんな意味のない土曜登校をして、月曜を 1 日休日にすることはやめてほしい。郡家小学校は

午後 2 時まで授業をしていたらしい。これは垂水小の先生のさぼりにしか思えない。これからは意味の

ある土曜日登校をし、その振替でキッズウィークに充てるのが望ましいと思う。以上。 

172 キッズウィーク中、共働き家庭の子どもだけで留守番したり、子どもだけでふらふらしているのをたく

さん見かけました。  何の意味も無い、子どもを留守番させるだけになるので、もうやめていただきた

い。  特に連休に繋げて休みにされても、有休は取りにくいです。 

173 広報が不十分で内容がよくわからない 

174 キッズウィークとても良い取り組みだと思います。  実際は月曜日よりも木曜日（22 日）を休みにして

ほしかった。土日祝よりも宿泊施設の料金が安いから経済的に助かります。 
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175 市内全域が同じ日だと、職場で子供を持つ親が一斉に年休を申請する事が予想される。  校区である程

度分けて設定してほしい 

176 小学生の兄は休み、幼稚園の娘は登園日となっておりお遊戯会が近いため休ませるわけにいかず、娘に

不満を抱かせました。せめて大きな行事の１月前に実施して欲しいです。 

177 3 連休の後は止めてほしい。旅行に出かけても人だらけで観光するのに疲れてしまう。１１月２６日が

そうでしたが２４日から旅行したら人だらけで混雑してた。 

178 職場の理解がないので有給休暇をとるのが難しい。  そもそも四連休も必要ないと思います。 

179 キッズウィークは夏休みの一週間を秋に振り替えると思っていました。  月曜日が休みより木曜日、金

曜日と週末が休みだと旅行に安くゆっくり行けていいです。 

180 先生方は休みがまとめてあればいいのかもしれないが親は休みが取れないし結局意味がない。市内の職

場だと同様の環境の人も多くいてその全員が休むと会社が回らないと思う。 

181 ４日間も要らないので明けの月曜に休みでも良い。  フェスティバルより授業をして欲しい。 

182 会社は丸亀以外から来る人もいるから会社への協力要請は進めて欲しい。  パンフレットは会社にあっ

てもあっても周知はなかった。幼稚園の資料ではじめて取り組みがあることを知った。 

183 連休に合わせるとどこも人がいっぱいな気がして旅行に行く気がしない  なのに何日も休まれると少し

いや  できたら普通の時にしてほしい 

184 こどもが連休になっても、両親共に休めないと遠出やいつもの休みではできないようなことはできない

ので、キッズウィークを実施するのであれば、企業側にも実施させてほしいです。 

185 自分は市内に職場があり休もうと思えば休みは取れたが、時節繁忙期で休めなかった。また市外勤務の

配偶者や知り合いで両親共に市外又は県外勤務の方などは職場の理解が得られず休めなかったと聞い

た。 

186 親が仕事を休めない場合、子供が結局 1 人になってしまうので、困る。 

187 造船所の見学というイベントがあり親は興味がありました。 

188 そもそも、平日休める会社の割合や、夜勤などの人の割合を、調べた上で、推進しているのか？ 個人が

休みたくても会社や、休めない社会を作っている国がダメだと思う 

189 住んでいる市と、親が勤務している市が違うので、何とも言えない。 

190 親が仕事を休めないので、あまり意味がないし、子どもだけで留守番させるのは不安なので、キッズウ

ィークのありがたみよりデメリットのほうが多く感じられる。  月曜日は児童館や図書館も休みのとこ

ろが多いので遊ぶところも限られる 
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191 親が仕事を休むきっかけになるので良いと思う。 

192 良い制度だとは全く思わない。  どちらかと言えば 迷惑。 

193 地域一帯となって楽しく過ごせる期間であればいいが、小学校のみの都合で休みになっても結局青い鳥

に行かせるのであまり意味がないような気がする。それなら日曜参観の次週ではなく次の日の月曜日に

お休みにさせたかったと思いました。 

194 幼稚園と小学校の休みを合わせて欲しい 

195 親が休めなければ子供が寂しい思いをするだけ。親が、休める日に自由に学校を何日か休んでもいい日

をつくるべきだと思う。 

196 うちの子供達は不登校気味であるが、連休明けは特に調子が悪い。連休が多いと勉強への意欲が低下す

るようだ。  連休、行事を増やし、水曜日に 5 時間授業の所、休み時間をけずって無理に 6 時間授業を

したりとつめこんで勉強している子供達をみていると母(ゆとり世代)は大変そうだと思うし、嫌になるだ

ろうと思う。 

197 仕事も強制的に休みになるように、企業に働きかけてほしいです。 

198 もとから祝日で連休になっているところに振替休日でさらに連休になると、かえって仕事の休みがとり

にくかったです。  連休前後は仕事が忙しくなるので、休みづらいです。  祝日が少ない時期の月曜日

を休めるほうがいいと思います。 

199 家庭内で過ごすのもいいが、地域の行事に参加できる日にするのもよいと思う。また、学校で体験でき

ないようなことを学べる日にするのもよいと思う。 

200 休日参観をしたら、月曜日が休みの方が子供の負担にならない。翌週に休みは体を休められない。   

201 職場も休みにしてほしい 

202 休みばかりいらない。 

203 必要ない 

204 なぜ保育園は、キッズウィークの対象にならないのか⁉️  小学校の親も中学校の親も働いているのは、

変わりがないので、保育園もキッズウィークを作って親子のふれあいが必要だと思う   

205 祝日とあわせての４連休ではなく、学校行事の直後の振替にしてほしい。   

206 休みをとるのには特に問題はないが職場で同じ学校の保護者がいた場合は何人もが一度に休みになるの

で他の人に迷惑がかかる為、逆に休めなくなる。 

207 企業での休日取得を促すような政策があればいいと思う 
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208 うまくタイミングが合えば、子どもとの時間をうまく利用できるかもしれないが、今年は難しかった。

地域で子どもが参加できる体験型のイベントなどあれば参加させたい。 

209 小学生と中学生の休みを合わせて、ほしい。、2 日も休めない   

210 主人の会社が市外だし、忙しいので結局一緒に過ごすのは難しいかも。  子供だけのお休みを本来の休

みの前後両方につけてくれたら、1 日目は宿題など勉強をし、2 日目から家族で過ごせる休日を堪能し、

最終日は給食エプロンなどの準備や日記などの宿題をするようにしたい。今回の連休は親戚が遊びに来

たこともあり、最終日の夜までしっかり家族の時間をとったため、日曜の夜と月曜の朝が忙しかった。

月曜も休みなら、子供を早く寝させられたし 洗濯の余裕もある。 

211 ワンオペ育児で主人も仕事を休めない為、キッズウィークが育児負担でしかない。  お金を払って幼稚

園に通わせているのに意味がない。 

212 土曜日にある発表会などの振替休日を小学校と幼稚園で合わせてキッズウィークになり、兄弟で同じ長

い休みになりましたが、発表会の翌週は日曜日に休んだだけで月曜日に登校というのが低学年の子供に

は負担だったようで、かなりしんどそうでした。   

213 キッズウィークの意義がわからない。家庭毎で事情も違うし、共働き家庭は子供との時間を大切に思う

反面、子供のいない時間にゆっくりしたり休んだりしたいとも思う。そもそも連休や学校行事の振り替

え休日もあるのに連休にする意義がわからない。もし教職者の負担を減らすためという理由があるな

ら、教員もシフト制にしたらいいのでは？ 

214 支払いなどで、毎月決まった収入が必要なので、休みばかりもこまる。 

215 浸透していない間は仕事を休めないので、負担になるだけ。   

216 工場見学は大人にとっても将来を担う子ども達に対しても良い勉強になった。 

217 キッズウイークの休日をせめて、校区内の幼稚園、小学校が同じ日になるようにしてほしい。休みがバ

ラバラでは、親も余分に休みを取ったり、子供もバラバラの休日では親と過ごせなかったりで、意味が

ないように思う。 

218 あまり意味のない取り組みだと思う。 

219 キッズウィークは必要ないです。  子供が大事なのはわかりますが、親を苦しめてどうするんですか？    

夏休み、冬休み、春休みがあるので、それで十分じゃないですか？  夏休みを減らして欲しいぐらいで

す。    こういのがあるから、仕事するのも躊躇います。     

220 企業にもっと働きかけないと子供だけ休みになってしまいます。 

221 子供が休みだからと言って、大人も休めるとは限らない。休みが取りずらい。 

222 大々的に企業に働きかけて、休みやすい環境を作って欲しい。父親が休めなければ本末転倒。 
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223 子供と一緒に休日を過ごそうと言いますが平日仕事をお休み出来る保護者は多いとおもってますか？  

しかも中学生はキッズウィークの期間部活があるので結局お休みではないし。  キッズウィークのメリ

ットがわかりません。  保護者の負担を増やしているだけの様に思います。     

224 思ったより短くて残念でした。丸亀は秋休みなくて残念だったので、とても嬉しかったですが、１週間

ぐらいあればいいのになと思います。  キッズウィークが県内では知られてなくて市外勤務の主人の会

社では「何それ？」と聞かれたそうなので、市内だけでなく県内全域の企業に情報開示していて欲しか

ったです。  市内勤務の私も職場で「何それ？」と聞かれたので、会社に渡せるような会社向けのお手

紙があれば親切だなと思います。  キッズウィーク自体は大賛成でむしろもっと日数が欲しいです。  

緩い会社なら休みは自由に取れますがそんな会社は稀なので、会社対策さえ万全であれば男性は休みが

取りやすいと思います。  最高の休日ありがとうございました！ 

225 19、20 で答えた通りです。仕事上休みとれる家庭はいいがそうでない家庭もあるので、青い鳥教室な

ど、子供の受け入れ先はきちんと、確保してもらわないと困ります。なんでもかんでも連休にするのは

やめてほしいです。子供の学力低下や授業日数不足等考えると少しでも休日日を減らす方向で考えてほ

しいです。しかし教職員の方の休日確保も大事だとは思います。今の時代、虐待や育児放棄などいたた

まれないことが多く、親子の時間をと考えてるのかもしれませんが、働かないと生活できない時代でも

あり、食育だとかキッズウィークだとか、子供にとっていいことはわかりますが、その分親に課せられ

る負担も大きくなってるようにも思います。 

226 お休みが増えたことで、宿題が増えていたのでは、出かける時間を増やすことはできず、通常の週末と

変わらない。  全く意味のないキッズウィークでした 

227 夫の職場にはポスターが貼ってあるそうですが、実際には誰一人有給を取った人はいなかったそうで

す。気軽に取れる方はそういないのでは。結果母親が休まなければならないか、祖父母に預けるなどに

なるようです。家族全員で行動など無理な話。それでなくとも台風などで授業時間が足りないのに学校

に行って欲しい。 

228 連休の次の日は休みにくいので、私にはあまり有効ではないです。 

229 キッズウィークを利用して旅行など短時間では出来ない家族行事を予定していたが小学校側がキッズウ

ィークに家庭学習週間を充ててきたので微妙だった。 

230 今回のキッズウィークを利用して遠方へお出かけしました。  平日ということもあり、出先は空いてい

たので良かったです。   

231 今回は代休を取得でき、一緒に過ごすとてもいい機会ができ嬉しかったです。  共働きのため平日の有

給は取りづらいところが悩みです。もう少し職場が有給取得に積極的ならいいのですが… 

232 平日は父親は仕事ですし、子供が複数いる家庭では 1 人ひとりとゆっくり関わる時間がなかったりする

ので、小学校と幼稚園の休みが別々の方が良いです。 
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233 小学校に入り忙しくなった子供と平日に遊べる日がありとても良かったです。同じ幼稚園で小学校が別

になったお友達ともあそべて親子でリフレッシュできました。 

234 もっと広めて、休みを取りやすくしてほしい 

235 有給休暇を取りやすい会社もあれば、名ばかりで取れない会社もありますが、どうお考えですか。結局

は教師のための休みとしか思えません。 

236 キッズウィークと合わせて学習調査があり遠方に出かけながら毎日宿題をこなさないといけないという

のはキッズウィークの趣旨に反する気がします  親もせっかく平日に休みを取って旅行を計画しました

が、うちの場合は 70 分以上の家庭学習が課題だったので非常に負担でした。  学習調査は大型連休や今

回のような時には不向きだと思います  キッズウィークは良かったですが宿題なども考えて頂けたらも

っと良かったです 

237 私は仕事が忙しく、代わりの人もいないため、平日に休むことは難しいです。結局、キッズウィークは

子供は一人で家で過ごしました。兄弟もいますが、もう高校生なので、普通に学校があります。    私

の職場は子育て中の母親が殆どなので、みんながその日に休んでしまうと、仕事になりません。  色々

な家庭があるので、特定のこの日をキッズウィークに指定して休みをとりましょうといっても、なかな

か難しいと思います。   

238 子供が休みになったところで、事業所にキッズウイークの本意が伝わってないので大人が休みを取れな

い・取りづらいので全く意味がない。キッズウイークを楽しめた子供がいる反面、青い鳥に預けられた

子供がいて、後者がかわいそうに思える。こういった取り組みをする以上、先に事業者への働きかけが

十分必要で、今年はそれが不十分だったように感じる。完全なる見切り発車。 

239 キッズウィークと同時に、18 歳未満の子供がいる家庭の父母は仕事が完全休みになれば、もっといいな

と思います！  うちは、私が仕事してないので、神戸のキッザニアに行って、楽しく過ごしました☆

が、主人は仕事だったのでお留守番でしたが…笑。  あと、同じ市内の幼稚園とかも休みにすればいい

と思います！ 

240 どんなに忙しくても、子供とふれあう時間は、家庭で作っている。外出することはよいことだと思う

が、それが全てではない。    キッズウィークで、家族も休みにするなら、そのために、生活に困らな

いような仕組みを考えてもらわないと困る。 

241 仕事をしてるとなかなか難しいと思います。 

242 小手先だけの、この対応。反対です。 

243 キッズウィークの導入はいいが、まず親が休みをとれる環境にするのが第一だと思う。勤務が市内で

も、本社が県外･市外ならキッズウィークを導入していることを知らない。両親どちらかが必ず休みをと

るよう義務付けくらいしないと、結局普段休みをとれる人だけとり大半は休めず子供の預け先、それに

伴う食事の準備等手間が増えるだけで意味がない。  なるべく休んで子供と過ごしましょう、くらいで

は全く無駄だと思います。 
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244 今回祝日と合わせて 4 連休になったが、正直 3 連休が二回の方が時間に余裕が持てたように思う。  父

親はキッズウィークだから休みを取るという概念すらなく、結局はパートの母親が休みを取るいつもの

振替休日と同じ。  父親の育休同様、社会に浸透するのは時間がかかると思う。 

245 幼稚園や小学校だけでなく企業にキッズウイークや有給休暇がとりやすくなるように働きかけて欲しい  

家族は丸亀市勤務ではないし、休みの申請先は東京の本社なので、そういう試みがあることを説明して

休むまでの過程が大変です 

246 不要な連休です。  振替休日はふつうに振替してほしいです 

247 我が家は主人が休みではありませんでしたが、お友達は旅行に行ったり、遠出したりと休みを満喫され

ていたようなのでキッズウィークがあってよかったと思いました。 

248 今回のような工場見学があれば進んで参加したい。シフトの関係もあるので早めにチラシがほしい。 

249 昔に比べると休みも多いので、わざわざキッズウィークを作ってまで休みを設ける必要はないと思いま

す。 

250 3 連休を 4 連休にするのは、親が休めない家庭の子供は時間を持て余すと思うのでやめてほしい。 

251 企業への周知を徹底して、平日が多目の連休となれば なおいい 

252 仕事を休めるよう、企業に働きかけてほしい。ここがうまくいかないと出生率は上がらないだろう。 

253 今回の４連休は長いと思います。 

254 子供の行事に会社の有休をつかってしまうし、来年度から働き方改革で有休がますます自分の思うよう

にとれないから母親にしてみると子供の休日は厳しい。 

255 仕事で家族は休めませんでしたが、子供の休養にはなりました。  子供はよかったと言っていました。 

256 親がお休みを取れないと、子供はただ学校がお休みというだけで、1 人でお留守番をすることになって

しまうので、企業へも呼びかけの活動をしてもらいたいです。  上の子は休みで下の子は幼稚園だと、

結局遠出もできないので統一してもらえたらいいかなとも思います 

257 振替休みを別の連休に合わせて取るようにすると、土曜日に参観などで学校に行って月曜日からいつも

通り学校だと子供は疲れが取れないと言っていた。 

258 家族全員が休みにならないと結局は負担にしか感じられない。  キッズ云々より、親・社会が休みを取

れる環境になるのを強く推し進めてくれない限り受け入れにくいかもしれない。  連休にくっつけて何

連休も休みが取れる環境はなかなかないと思う。行事後の月曜日の方がまだ職場の理解もある。しか

し、月曜日は子供の過ごせるいろいろな施設が休み。  ちなみに休みの日に小学生だけで買い物をして

いる姿を見かけた。  子どもだけでも（特に低学年、学年問わず）安心安全な時間を過ごせる企画を多
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数用意しておいてほしい。高学年だけ募集していても兄弟がいると結局参加できないので配慮もしてほ

しい。  幼稚園×小学校の保護者は何度もこんな苦しみにあって可哀想に思った。 

259 職場で休みが取りやすくして欲しい。キッズウィーク有給休暇など。 

260 正直、親が仕事を休めなかった子どもはどのようにして過ごしたのかなあと思った。  しかもキッズウ

イークでやったことを日記に書く宿題が出た。  一緒に過ごせる親は、何かしなくてはいうプレッシャ

ーになってよかったと思うが、家族で過ごせなかった子どもは書くことを悩んだに違いない。    休み

にする前に、企業等に働きかけを行い、休暇を取れる環境を作るのが先ではないかと感じる。   

261 今年度のように、はやく伝えていただいていれば、  休めることができるので、今後もよろしくお願い

します 

262 正直、いつ実施されていたのかも良く分かりませんでした。わざわざ子供の休みに、仕事の休みを取れ

るわけもなく。結局は子供は一日中自宅でゲームをしていました。キッズウィークは少なくとも私たち

家族には無意味な休日です。休日が発生し、宿題に追われている子供も目の当たりにしています。なん

のメリットがあるのでしょうか？本当に疑問です。 

263 キッズウィークは必要ないと思う 

264 兄弟で同じ日でないと、出かけるにも出かけられず、働いてる人は二回以上休みを申請しないといけな

いので大変だったのでは 

265 特になし 全ての親が土日休みな訳ではないので金曜を絡めたところでただ子供の休みが多くなるだけ

で、それで学校の勉強が詰め込みになるのは違うと思うから無駄な休みはいらない 

266 今回は求職中の為、私自身は子供と過ごせたけれど、今後仕事を始めたら、どうなるかわからない。実

際、父親は仕事を休めなかったし、今後も両親揃って休暇を取り、家族揃って過ごす事は難しいかもし

れない。また、そういった家庭は多いと思う。  あえて休日をずらした事で家族揃って過ごせるなら特

別感があっていいかもしれないけれど、今回のように家族が揃わなければ、結局どこへも出かけられ

ず、子供には、せっかくの休みにただただ退屈な思いをさせてしまうだけ。    丸亀市だけで取り組ん

でも、親の勤務先が市外なので、職場にはこのような取り組みは周知されてないし、休みは更に取りづ

らい。 

267 キッズウィークの主旨はとても共感できるのでこれからも取り入れてほしいとは思う。夫婦共働きの家

庭は兄弟でキッズウィークが異なると仕事を休む日が増え、休みをとるのが難しくなる。実際に本年度

は職場が忙しかった時期の為休めず祖母に預かってもらった。キッズウィークに対して会社や企業等に

も理解していただき、快く休ませてもらえる環境も必要に感じた。 

268 まとまって休みがとれるのはいいが、学校行事があった翌週は休みが１日しかなくしんどそうだった。 

269 パートの私は休みが取れても会社勤めの父親が休みをとれないため遠出でできない。  でもこういう日

があれば、混んでいない時に旅行などいけていいとおもった。 
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270 本当は家族全員で休みを合わせてとって遠方に旅行にでも行きたいのが本音ですが、なかなか難しいの

が現状です。  市内全部が休みになると混み合うので嫌だな…と思う一方で、市内全部が休みだと兄弟

そろって休みなので会社にもやむを得ず休ませて下さい…という風にお願いしやすい気もします。どう

せするならずっと続けて浸透させてほしいです。 

271 仕事をしているので休みをとるのが大変。    普段から毎月のように祝日があるのだから必要無いと思

う。    両親とも休みを取れるとは限らないので、どちらかが面倒を見ないといけない状態か、家で子

どもたちだけで留守番となってしまうこともあり、可哀想だと思う。  キッズウィークは正直な気持ち

うちには必要無いです。 

272 こんなことに貴重な税金を使わないで。 

273 日本は休暇が多過ぎる。 

274 キッズウィークのこと、もっと職場でも理解され、有休の取りやすい環境にしていってほしいと思いま

す。  まだまだ、主人の職場では、有休を取りやすい環境ではないので。   

275 宿題を増やすのであれば休みにする意味がない 

276 キッズウイークを有給休暇を消費させずに、権利として親が休めないと、たぶん無理です。中小企業、

自営業などは、永遠に無理でしょう。 

277 今回はキッズウィークで 3 連休、翌週が祝日で 3 連休となり、会社には事前に申請はしていたものの嫌

みを言われました。  理解のある上司ばかりではないので連休が続かない様に配慮して欲しかったで

す。 

278 子供が休みをとれても父親の休みが取れないので、結局は普段育児をしている母親が子育てをする時間

が増えるので負担が増えます。土日にくっつけての連休ではなく平日に休みを１日入れるのもいいです

ね！ 

279 連休があっても宿題が増えては意味がないと思う。振替が離れた週になると行事があった週は休める時

間が少なく、子供は大変そうだった。 

280 学校毎に休みとかであれば、土日に混むところに遊びに行くのが良かった。全部の学校を統一して休む

と、結局土日と同じで、混むから嫌です。 

281 キッズウィークが、祭日であれば、お休みになり、一緒に過ごすことができると思いますが、仕事をし

ている大人には、関係がないお休みになってしまうのが現実だと思います。  そもそも、キッズウィー

クって何？いつ実施されてるの？誰のためのお休み？っていう感じです。 

282 親子で過ごせる家庭は、限られていると思います。キッズウイークだからと言って、休暇を取りやすい

環境にある世帯が全体のなんパーセントか把握した上で、実施を継続するべきか検討する必要があると

思います。 
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283 頑張って夫婦で休みをとり、旅行に行けました。  こども園の先生方も休みを取って頂きたいです。 

284 一斉に休む前提自体がおかしいと思う。 

285 親が休みを取れないので、そちらの制度を先に整えるべきであり、今勝手に子供の休みを設けられても

困る。  また親の会社などに周知されてないないように思う。まずはそちらからすべきでは？土台をし

っかりとつくってほしい。 

286 この制度はなくてもいいと思う 

287 サービス業や保育園、福祉施設など、連休が続くと仕事が休めない保護者も多いと思います。キッズウ

ィークが本当に必要か考えて欲しいです。 

288 キッズウィークに家族との時間を  作りましょうといわれても実際は  有給を取りづらいです。職場の

雰囲気もあるし、主人などは休みを取ると残業代がなくなって 1 ヶ月の給料が下がります。  旅行など

にいかなくても、子供と一緒に過ごすとなるとやはり金銭面での負担が  かかってきてしまいます。  

本当に子供と過ごす時間を増やしてほしいと  思うのであれば、全ての親子がそうできなければ不公平

だとおもうし、逆に子供に  さみしい思いをさせなければなりません。  休みが取りやすい環境、その

ための  手当を少しでも出すなどの対策を  考える必要があるかとおもいます。   

289 平日に休みだと いつも混んでる所が空いてて嬉しいです。1 日だけでなく 2 日くらい続いてたら遠出し

たいと思います。 

290 キッズウィークを実施することで、子供も日曜 1 日だけ休みの週は、体の疲れが取れないし、親もキッ

ズウィークのせいで平日に欠勤しなくてはならないのでやめてほしい。  有給休暇なんて、実際にはと

れない会社が山ほどあるのに本当に困る。  自分が休むことによって他の人に迷惑がかかる。  キッズ

ウィークだけでも預かってくれる所があるならいいだろうけど、どうせそれも有料になるだろうし。  

やる意味がわからない。  なぜ昔のようなカレンダー通りの休みではいけないのか？  やるなら祝日に

してほしい。  ちゃんと対策をしてから実施するべきだと思う。 

291 平日の休みをとるのが、なかなか難しい所がある。平日休めたとしても、部活があれば遊びに行けない

のもある。 

292 親が仕事を休めないのでキッズウィークの意味がありません。   

293 全く仕事の休みがとれないので子供が休みになっても一緒に過ごす事ができないし、配偶者に負担がか

かるので考えて直してほしい。 

294 土日に重ねて、振替を持ってくるが、うちは土曜仕事があり、普段から行事など最低限で休んでいる

が、平日にプラスして休みのはかなり難しい。  キッズウィークを推進するなら、善通寺や高松のよう

に二学期の始業式を早め、夏休みを減らしてから、実施して欲しい。今のやり方では負担でしかな

い。。ただでさえ最近、夏は台風の警報などですぐ休みになる。休みばかり増えて、学力にも不安。  

キッズウィークというが、周りでは夫婦学校の先生の家族くらいしか、遠出してる人は聞かなかった。 
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295 認知度が低すぎる 

296 これからも続いて欲しいです。 

297 子どもが楽しめる公園を垂水に作るべきだと思う！市内ばかりに公園や遊び場があるのは不公平であ

る。市内まで出掛けなければないのは、公平性を欠く取り組みではないか。よく考えて欲しい！ 

298 政府主導ってとこに無理が。もっと子育てしやすい環境、仕事を休みやすい環境が大切。制度は立派な

のかもだが、中身が伴っていないので、日本の GDP が伸びないんだと思う。結局どっかで能率性の低い

長期労働が増えるだけ。今の日本に未来はない。 

299 ベビーシッター代返せ！ 

300 父親の仕事上、休みが平日しかない家庭には、不要な行事だと思う。  学校別に休みならまだお出掛け

しても人が多くないから良いけど、全ての学校が同じ休みにしてしまうと、どこに行っても人が多い状

態になり、出掛ける気にもならない。 

301 休める親ってどんな方？公務員や大企業？人口減っているんだから、公務員もっと減るべき。公務員が

平均的な家庭像や考え方中心と思われたら困る。もっと底辺で子育てしながら、歯を食いしばって仕事

している親の気持ちなんて、わかってもらえないんだろうな 

302 公務員的な考え、、、。本当に第一線で働いている親の事を考えているのか 

303 会社ではなかなか休めないので現実は難しいです 

304 春休み、夏休みが終わってある程度、新学期に慣れた頃に 4 連休などあってもいい。  キッズウィーク

は年 2 回くらいでいい。  キッズウィーク作るなら作るでいいが、  急に今月キッズウィークがある。

と知る事が多かった。  新年度にまとめて、いつキッズウィークにするのか 1 年分予定を教えてもらわ

ないと家族で休みを合わせられない。 

305 キッズウィーク、働き方改革などの意図は理解できるのだが、土日に登校した行事分の振替のお休みを

まとめてキッズウィークにしているのだが、その行事のために土曜日か日曜日に登校して、振替休日な

く翌日から学校に行かなければならないことは、親子ともにつらかったです。 

306 共働き核家族です  ４連休にもなると簡単に仕事を休めず どちらが休むかで話し合い、子どもたちはそ

れを申し訳なさそうに見ていました  子どもを休みにしても親は簡単に休むことはできません  キッズ

ウィークに賛成できるのは時間やお金にゆとりのある家庭 もしくは祖父母がいる家庭だけではないので

しょうか  とても市民のためとは思えない政策  周りの家族が楽しそうにしているなか 子どもたちだけ

で丸一日留守番させるようなことはしたくないので来年からは絶対にやめてほしいです 

307 父母ともサービス業なので 連休も続けて休む事は難しく預ける先もないので非常に困ります。来年の

10 連休なんて どうすればいいかわかりません。せめて何日か学童があれば助かる家庭は多いと思いま

す。本当に困ってます 
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308 今回は父親が休めましたが、「そんなことで休んでもいいの！？」と言われてしまったようです。もっ

と社会へ周知してほしいです。 

309 来年からは、なくてもいい。 

310 今回お兄ちゃんが中学生で結局単に子供が休んだだけ。親仕事だし。高学年なので子供だけで留守番さ

せるのだか、防犯上非常に心配。日本は少子化なんだし、子供を守って欲しい。 

311 兄弟全員が一緒に休めないと全く意味がない。  県内全域で統一すべきだと思う。 

312 親が休みを取れないのでキッズウィークは反対です。 

313 国の方針などで昔より休日や連休は増えているし、週休二日制だし、子どもたちにたくさん連休を与

え、それに合わせて親の仕事も休みましょうという取り組み自体、必要ないと思います。  親が働くこ

とで生活をし、子どもは学ぶことが第一で、もちろん遊びや余暇も必要だが、自治体が遊びましょう！

と与えるものかどうか、かなり疑問。  社会に出れば連休はなかなか取れないものだし、将来、定期的

に連休がなければやっていけないような大人を生み出し、日本全体がゆるくなることも危険性を感じ

る。  必要ないと思います。 

314 がんばってください。 

315 親が休暇を取らなかったら、一人で家で過ごすことになります。  特に連休にして休暇を取ることは難

しく、共働き家庭には迷惑なはなしです。 

316 連休はやめてほしい 

317 子供達が笑顔で過ごせるようなイベントが増えることを望みます。 

318 中学と小学を同じ日にして欲しい 

319 まとまった休みをとるのは仕事上難しく結局子供らに留守番をさせたり祖父母に頼んだりとなり有意義

には過ごしがたい。また週末は習い事などがあることも多くいつも通りの週末になりそう。 

320 職場でなかなか休みが言い出せない。 

321 キッズウィークがあり子どもが休みになっても、保護者が休みでなければ全く意味が無い。逆に子ども

だけで過ごすこともあり、危険である。キッズウィークではなく、社会的に取り組む必要がある。 

322 親が休めない家庭もあるので、会社を休めるように考慮してほしい。また行政も会社などに積極的に連

絡して、休めるように調整して欲しい。     

323 日曜参観の振替休日をずらしてキッズウィークにするのはやめてほしい。  日曜日に参観をして月曜日

に振替休日にしないと子供は疲れがとれないまま月曜日に学校に行くのでよく体調をくずす。  よく振

替休日をずらすことがあるが、なんのための振替休日かきちんと考えてほしい。 
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324 そもそもキッズウィークが何かがわからない、このアンケートで始めて聞いた。 

325 意味がわからない 

326 台風などで学校が休みになったりするのに、こんなに色々休みで勉強は大丈夫なのだろうか 

327 子供に休み(時間)があっても親に時間や金銭的余裕がないためキッズウィークの意味がない。 

328 キッズウィークで休みでも仕事が休みにくいので結局家族で出かけれない。キッズウィークなくていい

です。 

329 親が休めないので、必要ない。連休にしてもしなくても一緒に過ごす人もいればそうでない人もいる。  

常識で考えて、キッズウィークで休みがとれる職場は少ないと思う。 

330 金銭的余裕がある家庭は良いがみんな生活は厳しいです。休みにどこにも連れて行けない家庭があるこ

とも把握して下さい。休みがあれば良い,という訳でもないですよ。 

331 子供だけが休みになっても親が休めないのでキッズウイークを推進していることが理解できない。 

332 まとめて休みになるよりは、以前のような振替でお休みになるほうが助かります。 

333 あまりにも期間が長いと勉強に支障がでるのではないかと思う。土日が休みなの  でむしろ平日は休み

にしないで勉強をしっかりしてほしい。 

334 まずは企業のほうが休みにしてくれないと有給が取れたとしても男性はわざわざ取らない。主婦にしわ

寄せがきてしまう。男性の育休にしてもそうだが、休みやすい企業が増えてほしい。 

335 キッズウィークは、子供だけ家で留守番っていう家庭も多いと思います。その日だけ預かってもらえる

様な場所や施設も少ないし。大人は、職場でキッズウィークという休みがないので、有給休暇を使って

休むことになるから気兼ねして休みにくいし。  子供だけが休みのキッズウィークなら、来年度からは

無しでイイと思います。       

336 週末が休み前提の考え方なので、自営業や不定休の仕事の人たちにとってはキッズウィークという取り

組みは意味がない。もっと全体の事を考えていただきたいです。 

337 世間と同じ 3 連休にプラス 1 日増えても、宿泊施設も高いし。出掛けるのに困る。 

338 保護者の勤務先の理解と協力が必要かと思います。  周辺企業や官公庁にも呼びかける広報をしてはど

うでしょうか。 

339 設問 20 に記入済。重複するが、様々な家族構成があることを考慮していると思えない。小中学生だけ対

象なのはなぜ？高校生は対象外はなぜ？同じ家族なのに一人留守番させるのは親の心情的に無理。なの

で、4 連休でも遠出などできない。家族其々に予定があるから、この連休を活かせられない。急にキッ

ズウィークといわれても、会社に浸透しなければ、休暇を取りづらい。大迷惑。 
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340 サービス業、医療業界は祝日は関係ない場合が多い。休めない家庭の子もいる。指定された期間中であ

れば出席日数に影響しない、休める日を１日とれるようにするとかできればいいと思う。 

341 休日が多くなると働けなく、収入が減るのでやめてほしい 

342 休みばかりいらない  近年は休みが多すぎてゆとり世代と変わらない、もっと学力向上に力を入れて欲

しい。たぶん、ニュースで見る限り韓国よりも学力が低いのではないかと焦る  後、先生の教育力も上

げて欲しい  いつまでも、昭和みたいな教え方では優秀な人間は育たない。  時代は変わるよ休みも大

事だが  いらない休みが多すぎる。 

343 3 連休になる事で子供達からテーマパーク等遠方の外出を迫られるのが苦痛。 

344 やはり、共働きだと、休みを取らないといけない。給料は減るし、同僚に申し訳ない。体調崩しやすい

季節に、突然の休みと連休が重なると非常に仕事がたまる。  子供の休みの制度の前に働きやすい環境

を整えるのが先！ 

345 行事の振替休日が違う週になると少し子供達がしんどいかもしれないと思いました。 

346 保育所はキッズウィークが設定されていないので、設定してほしい。  親の仕事の休暇にも、キッズウ

ィークのために取れる休暇を作ってほしい。 

347 子供が休日に学校に行き、翌日または翌々日が振替休日にならず通常通り登校すると子供自身も休まら

ない。  また、キッズウィークの対象となるような連休やシルバーウィークなどは有給をとらなくても

十分に子供と過ごせるので、わざわざキッズウィークにしなくても良い。  むしろ従来の振替休日のし

くみの方が、通常の土日に接続して有給をとって連休にしやすい。 

348 仕事を休みずらいので不必要だと思う 

349 特に 4 連休とか長い休みにする必要はないと思います。 

350 小学校の親だけが対象なので周りの理解はすくないとおもう 

351 日曜参観の次の日が学校で、子供は大変疲れて、月曜日は頭痛を訴えながら学校へ行きました。来週の

四連休より、参観の次の日の休みが必要でした。  全く意味がないどころか、子供がしんどくてかわい

そうなので意味のわからない施策はやめてください。  来週三連休あれば十分子供と接することができ

ます。今更な振替の来週月曜日は休めないので、本当に全く意味はありません。四連休要りません。  

子供に無理をさせないでください。 

352 市内全体で休みが統一されると、働く主婦さんがみんな一斉に休みをとることになる。自営業で人手不

足、結局夫婦共々仕事せざるをえなくなり自分の子どもたちは家でお留守番させるしかなく、休日どこ

にも連れていってやれない。祖父母は県外に住んでいるので預ける場所もない。  せめて、市内全体で

の休み統一はやめてもらいたい。一体誰が喜ぶのか？学校関係者だけでしょ 

353 キッズウィークは必要ない。親は都合よく休めない。有休もない。 
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354 仕事の休みが取れない  年間でいつ休みになるか早めに教えて欲しい 

355 休みがあると仕事に行けず収入が減るのできつい、、 

356 共働きならどちらかが休みをとればいいとは思うけど 1 人なのでこれ以上休みが増えたら生活ができな

くなる。正直困っている。 

357 無くていいものだと考えてます 

358 親が共働きなのでなかなか休めないから子供達だけで、留守番してるので毎回気になって仕事に差し支

えてしまう 

359 子供と四季を感じながら触れあえるように、活用したいと思います🙇 

360 日曜参観の振替を先延ばしにすると、次の日の月曜日に登校する子供がしんどいと思う。 

361 普段子供も習い事等で忙しく、本人も通院は疲れてはしまうので、今年はこの日に合わせて通院を数件

入れました。なので来年も病院が休みの木曜は避けて入れて欲しい。  このような家庭は意外と多いと

思う。子供ともゆっくりかかわりもできて、普段できないことをする。通院も含まれると思う。土日は

病院は休みだったり、混んでいるので。 

362 来年も是非キッズウィークしてほしいです。よろしくお願いいたします 

363 企業に働きかけをして、キッズウィークは強制的に休む、無理なら別日を休日にするなどしないと、特

に平日休みのサービス業界は休めません。   母親の負担が増えるだけです。    香川県内の企業全部に

働きかけはしましたか。主人の職場は知りませんでした。そうなると休みも取れません。幼稚園と小学

校は別々に休むので意味がありません。     もっとよく考えてから実施すべきです。 

364 なくても良い。 

365 休みも大切だとと思うが、丸亀市も香川県内の他の市が既に実施している夏休みの短縮を先に取り組む

べきだと思う。 

366 認知されていない状況で休みをとりづらい。 

367 丸亀市で取り組むなら、私立の中学校、幼稚園も含め、兄弟姉妹がいる以上、同じ日に同じ日数でない

と、キッズウィークの意味はないような気がします。  学校が違うだけで、キッズウィークの日が違う

なら、親も仕事を何度も休みを取らなければ行けないし、家族旅行や家族で過ごす時間も合わないし、

金銭面もかかるので、全てを合わせて欲しいです。 

368 今年度に関しては、兄弟で休みになる日も違う上、親の休みも必ずしも同じ日に取れるわけでもないの

で、どうしようか対策を考えることに精一杯でむしろ苦痛でした。  せめて市内で休みの日を統一して

ほしい。 
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369 キッズウィーク自体、アンケート依頼で  初めて聞きました。  キッズウィークってなんですか？ 

370 仕事を休めないので、子どもを一人で留守番させるだけです。全く意味がないと思う。むしろ、丸亀市

は夏休みも他市より長く、学習指導要領の改訂により学習時間が増えたことに対応できていないと思

う。  教育の充実にもっと重きを置くべきです。 

371 振替休日が月曜日でなくて金曜日になっただけで、新しい取組みであるという感覚は全くない。今まで

との違いや効果が分からない。学校ごとにバラバラなので、会社で話題にもならない。 

372 災害や冠婚葬祭、家族や本人の病気や怪我など、やむを得ない事情の時の為にある有給休暇なので、ｷｯ

ｽﾞｳｨｰｸだからという理由では休めない。子供が幼いうちは祖父母に預けて出勤するが、小学校高学年に

なればそれもせず子供たちだけで過ごさせると思う。 

373 早めに休日を教えてほしい。旅行するなら手配が必要なので。 

374 子供の平日休みは親にとって負担になる。  子供の土日の学校も習い事などがある為出来る限り少ない

方が良い 

375 今ある連休以外で意図的に連休を作る事が､本当に望ましいとは思わない｡ 

376 取り組み自体は素晴らしいと思いますが、全ての企業が協力的であったり、自由に休みが取れる訳では

ないので、反対に子供を見てくれる人を探したり、段取りや調整が大変で、負担とらなりました。休み

にするなら、子供だけを預かってくれる青い鳥のような場所の提供についても、検討してほしいです。 

377 青い鳥もあるため、なかなか利用する人が少ないのではないか。我が家はみんなで休みを取ってしろと

り動物園にでかけ、休みを満喫できてよかった。 

378 親が、休めないので、ゲームしかしてないので、休みは、不要である 

379 サービス業の場合は、平日と土日での 3 連休を取るのが難しい。  今回のキッズウィークも結局は 3 日

間全部休みを取るわけでもなく 2 日間は休みをもらったけれど、一緒に働いてる他の人達に気がひけて

3 日も休みをとるのは無理！  平日に祝日でもないのに学校を休みにされるのは、仕事をしている人の

中で青い鳥を利用してない人達にとっては迷惑でしかないと思います！！！！！ 

380 小学校は休みで中学校は学校じゃ意味がない。  食料品などの日用品の価格が上がり続けているなか、

家族全員で遠出出来る余裕がない家庭もあるのではないでしょうか？ 

381 今年は 9 月の行事の振り替えを 11 月にとり、11 月は休んで良かったが、そのぶん 9 月は子どもたちに

とって負担になったのではないでしょうか？なるべく近い時期に振り替えたほうが良いと思います。   

382 必要性を感じません。 

383 キッズウイークの時、仕事の休みが取れず、子供に寂しい思いをさせた。無くて良い。 
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384 1 日ではなく、金曜と月曜とか日数を増やせば、旅行も検討できる。1 日だと、ただの祝日と変わらな

い。 

385 働いている場合、仕事有、無に関わらず職場に気兼ねして休みにくいので、市推進活動として、全企業

側に有給の設定をキッズウィークに合わせるよう、徹底して欲しいです。そうする事で休める人は確実

に増えると思います。   

386 共働き夫婦にとって、休みやすい職場環境になるようになる取り組みをしてほしい 

387 子供と一緒に過ごすのは、通常の土日のみで十分です。  時給で働いているので、自由に休んだら給料

が減るだけです。  結局学童保育に預けるだけなので、何の意味があるのか、全くわかりません。 

388 子供中心に家族で過ごせる時間が取れれば、キッズウィークの意味があるが、4 連休も有意義に過ごせ

ない。結局、子供だけで留守番とか…可愛そうな感じになる。学校に行ってる方が楽しい！子供達も話

してました^ - ^   どーなんでしょうね… 

389 何をしているかわからない。子供がプリントを持って帰らない。年齢が親と一緒に出歩くのは嫌がる。 

390 ただでさえ休みの多いのに不要。仕事してる親にとっては、迷惑な話。学校行事（振替含む）、警報

時、病気等で休みをとってるのに。誰の為の休みなのかわからない。中学生以上だと部活で休日ではな

い。むしろ、いつもより長い。  休みのときに働いてる人がいるからなりたっているので、お役所仕事

ではなく、きちんと調査、考えてほしい。   

391 中学生も小学生もいて、共働きなので、子ども達がバラバラに休みがあっても、親はそんなに休めない

ので困る。浸透していないので、(子どもの病気でもないのに)仕事も休みづらい。 

392 行政の仕組みより、休暇を取りやすい職場づくりが先かなと思う 

393 取り組みはいいと思います。    職場の環境や理解･浸透があってのキッズウィーク設定･実地だと思い

ます。  まだまだ、企業や世間に説明･浸透が出来ていない状況だと思われます。  大手中心より中小企

業への告知･説明を徹底出来れば、と思われます。 

394 学校等を休日にすることと、企業が休日になることを同時にしないと意味がないたと思う 

395 今年は連休前だったが、平日では家族全員で出かけられないので、出かけた後、小さい子どもが 1 日休

養できるよう、連休後の休みの方がうれしい。 

396 兄弟で休みが統一していたら、休みやすい。 

397 今年の 10 月 5 日は久しぶりに家族揃って遊びに出掛ける予定で、目的地の施設にも予約をし、楽しみに

していたのに。台風続きのせいで当日も目的地の天気が悪く、泣く泣くキャンセルしました。来年はリ

ベンジしたいし、思春期の子どもと向き合う大切な親子の時間を楽しむ為にもキッズウィークを続けて

欲しいです！ 
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398 実感が湧いてこない。 

399 必要ないです 

400 キッズウィークの趣旨はよくわかるし、我が家は平日に有給もとりやすいが、結局のところ、思いきっ

て部活も休みにしてもらわないと、何の計画もできないし、楽しめない。あと、テスト一週間前と微妙

に重なるのはやめてほしい。 

401 今回、学校からキッズウィーク設定日お知らせプリントがあり知りました😊  今後も早い内に予定のお

知らせがあるとお休み希望が出せるのでありがたいです😄 

402 平日の休日は周りにやっている学校が少なかったのか、お店にも人が少なくゆっくり買い物をしたり、

食事もできよかった。  来年も事前に知らせてくれることで、親も計画が立てられるし、自分もリフレ

ッシュできてよかったです。 

403 勤務先が人手不足で非常に休みづらい。有給に至っては取れるような雰囲気ではない。また、主人が精

神病なので、家事も保育も出来ず、仕事はほんの僅かな時間しか働けない。小さい子どももいるので、

母親の私も早朝や残業のある正社員としては働けない。離婚した方が一人親家庭の補助や免除が受けら

れて、暮らしは今より楽になるが、子ども達のことを考えると、離婚は心に傷を負わせてしまうので避

けたい。しかし、それでは、一人親家庭の補助や免除は受けられず、…結局、休みもなく、お金もな

く、子ども達をかまってあげられない状況にある。キッズウィークは、貧しい家庭の子は家で留守番す

るしかない。 

404 小学生と中学生 高校生のいる家庭では、同じ日に休みでなければ、意味がない。  せめて、小学生と中

学生は、同じ休みが良い。 

405 子どもと一緒にいられるよう、企業などにも周知して社会全体で子どもと家族のための休暇取得を当た

り前にできるようになればいいと思います。 

406 小学校とこども園で休みが違っているのでどこにも行けませんでした。  せめて校区内の学校は休みを

統一して欲しいです。  よろしくお願いします。 

407 テスト発表期間中に休みを設定されてもどこかに遊びに行こうとは思わない。  家族での時間を過ごす

ことが目的なら、国や自治体は企業にも周知し、休みを取ることを推奨してほしい。 

408 休みが取りやすいように、社会全体の理解が必要 

409 キッズウィークデーを利用して子供との時間を過ごしたかったが、学校 部活の行事で朝から夕方まで帰

宅せず、この制度を活用できなかった。キッズウィークデーの趣旨がわからなくなった。市が推奨する

のであればその点を考慮してほしい。この日の内容は、午前中 市内の小学校に行き活動。昼から６時ま

で部活。お弁当持参で帰ってきませんでした。 
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410 今年度のキッズウィークをどんな風に過ごしたか事例を紹介して欲しい。  子供にもどんな風に過ごし

たいかアンケートを実施してほしい。 

411 職場内で同じ学校に通わせる子供をもつ同僚が多数いた場合、全員同一の日に休めるわけがない。 

412 メールでキッズウィークの事を知らせてほしい。   

413 4 連休も親が休めないです。しかし行事の振替として休みを固めるのは先生方がまとまった休みを取れ

るならよいと思います。 

414 もっと広範囲に周知してほしい 

415 子供のいない世代や家庭にも、キッズウィークの存在を伝えて欲しい。 

416 キッズウィークの長期休暇を使い家族揃って遠方への旅行を計画していたが、中学生の長男は部活動が

あるため、計画を断念することになった。部活動があると子供は休めず、結局は普段の土日の過ごし方

と変わらない。来年度からはキッズウィークの趣旨をふまえ、せめてその間だけでも部活動を中止にし

てもらえないか。 

417 中学生は部活があるのであまり関係なかった 

418 子どもが中学と高校では休みが合わない。またキッズウィーク中でも部活があれば遠方への外出はでき

ない。しかし、いつもの週末よりはのんびりできた。 

419 なぜキッズウィークが必要？  家族にとって休日でも母親業は休日ではない。 

420 部活があるのでは、休日の意味がない    部活もお休みにして欲しい   

421 キッズウィークを作っても部活があるので全く意味がない。  部活をキッズウィーク期間中休んでこそ

のキッズウィークだと思います。 

422 私がサービス業なので皆んなが休みの時はシフトではありますが仕事のことがおおく確実にやすめると

は限らないので、家族でどこかにいくことは難しい。子供も休みの日はスポーツや平日の塾などで忙し

いのでゆっくりとやすませて、のんびりする時間を過ごしてほしい。 

423 中学生は親と一緒に出かけるより友達て遊ぶ方を優先する。  中学生と小学生がいる為、家族で出かけ

るのは難しい。  どちらかを欠席させないといけない。 

424 共働き世代が多い中で平日に休みをとるのは中々難しいと思う。  今回みたいに四連休にすることで仕

事を休んだが出勤する日数が減るぶん仕事のしわ寄せがすごくて大変だった。  こども園は休みだけど

小学校は休みでないと兄弟がいるところでは結局どこかへ出かけたくてもでかけられないと思う。 

425 キッズウィークとして、週末につなげて連休にしても、うちは主人が土日仕事で(営業職)、休みにもしに

くいので、ただただ長い休みとなり、子供とずっと過ごす母親にとっては、とてもしんどいです。出か
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けるとお金もかかるので出かけづらいのもあります。なのでますます母親にストレスとなり、正直、い

つも通り学校に行ってくれたらいいのに…と思いました。今回は子供が休みになった金曜日と主人の休

みが合ったので、主人と二人で市内にでかけました。助かりました。 

426 小学校が台風で休日行事が中止になり振替が無くなって結局学校があったので小学校、幼稚園両方子供

がいる家庭は予定を入れてたらキャンセルするか学校を休ませるかしなければならなくてややこしいと

思いました。 

427 中学生は毎日部活があるので、何も変わらない。キッズウィークというのなら、その日くらい部活は休

みにしてもいいのでは？ 

428 全国、県下でやらなければ意味がありません。 

429 アンケートの用紙は貰っていません 

430 親子が共に楽しめる、一緒に行動できる事を目的とするなら、部活動は休みにすべきだと思います。 

431 学校のテスト期間以外の時期にキッズウイークを作ってほしい。テスト期間ではせっかくの休みも楽し

めない。 

432 職場への負担を考えると丸一日は休みづらく、半日休みをもらいました。キッズウィークの意義が家族

で過ごすということであるならば、中学生の場合、部活も休みにしないと意味がないと思いますが。子

どもも時々丸一日休みたいと言いますし、部活を指導される先生方も父親、母親であったりします。関

係ないかもしれませんが、来年 5 月の 10 連休、困ります。   

433 子供の年齢によって必要な仕組みが異なると思うが、ぜひ、推進してほしい。 

434 学校が休みでも部活があったので意味がないと思いました。 

435 小学校と中学校で休みを別々にするのではなく、同日が望ましい。  親は仕事していると、休みを合わ

すのに苦労する。休みが合えばいいが、もし、親が仕事を休めないと、子供 1 人になる。親がいない

と、子供は友達と遊びにいったりして、危険な遊びをする可能性もある。  キッズウィークの必要性が

よくわからない。 

436 せめて、同市内の幼小中だけでも同じ日にしていただけたら有りがたい。 

437 小学生までで良いのではないでしょうか。子供は中学生ですが受験生なもので通塾等で連休なんて関係

ない感じでした。 

438 まとまって休日を取ることが難しく、キッズウィークも子供一人で過ごした。  望ましい事ばかりでは

ないことを理解して頂きたい。 
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439 昨今、気象状況で自宅待機や休校がおおくなっているのに、なぜまた休みを増やすのかがわからない。  

保護者も休みを取って、というが、実際、取れないし、丸亀市民が多く、子供に合わせると休む人が多

くなり休めない。 

440 会社などにもパンフレットを配って理解を得る取り組みをしてほしい 

441 中学生は家族より友人と過ごすので、親が休みを取っても意味がない  平日、学校が休みなのは親にと

って負担となる 

442 中３なので、卒業してしまうので希望はありませんが、長期休みのない月、連休の少ない月に実施する

のが望ましいと思います。  働いている親は、平日子供に休まれると困るので、休みは４月の年間予定

に加えると仕事を休めると思います。 

443 いまいちよくわからない！休みが多いほどお金がかかるから、お金のかからないイベントならいってみ

たい！ 

444 部活動や試合があれば、いくら親が休みをとっても子どもと出かけることはできないので、その期間は

部活動や試合はなしにしてほしい 

445 社会を巻き込んで具体的なものにしてほしい。 

446 連休前に平日をくっつけても、次の日が休みだとなかなか休みづらいので、子供だけの休みになりそう

ですね。男性は特に休める仕事の人が少ないのではと思います。 

447 こども園、小学校、中学校の休みが違うから、キッズウィークの意味が全然なくて、逆に困ることがお

おかったです。  やっぱり、行事がある時は次の日休み、というのが子供もゆっくりできて疲れが取れ

ると思います。 

448 部活があれば、あまり意味がないのでは？ 

449 まとまった休みがあっても親も忙しいし、子供自体も塾、部活など予定がたくさんありなかなか家族と

の時間はないが、子供にとって学校自体が疲れる場所になってるので予定はあるけれど気分的には休息

できるので良い取り組みだと思う。 

450 部活の練習試合だったりテスト期間と重なり特別な休みではなかった。結局休みにしても部活の練習試

合が増えるだけで、かえって子供が疲弊していた。 

451 キッズウイークの間の日に部活を入れられると旅行に行こうと思っても行けない。どうせするなら学校

の部活とかもなしにするべきだと思う。 

452 子供の自由な時間も必要。  子供が、自分で考えてゆっくりするのでいい 

453 丸亀市は一律に休みにして、ディズニーランドの千葉県民の日のように、レオマワールドを入園無料に

するなどして欲しい。 

419



76 

 

 

454 部活も  休みにしてほしい   子供の部活で 試合とかがあると  親は送り迎えや 弁当で自分が休めない 

455 小学生と中学生の休みがバラバラなら親が２回も仕事は、休むことは、むずかしい。    今回、中学生

のキッズウィークひっつけての中日が部活の大会(丸亀市の大会でした)キッズウィークを統一するにして

もせめて、丸亀市の名前がつく大会や行事がないときにしてほしい。    キッズウィークがわかった時

に家族で旅行を計画しようとしたが、推進課に電話すると部活は、学校行事とは、別なので部活の顧問

に聞いてください。と言われたが、  聞きにくかったら聞いていない。  全国で先駆けてとりいれたこ

とは、評価するが、試してから次回に役立てる。発想などは、お聞きはしましたが、見切り発車すぎた

と思う。    あと、丸亀市全体が無理なら旧市内とそれ以外の丸亀市でわけて休みを組むと多少、学校

区外やわけありの兄弟がいる子ども達もいけるし、ある程度納得いくと思う。    後は大きい企業でさ

え全く認知されていないので、  そこが、浸透しないと休みもとりずらい。    頑張ってください！       

456 子どもが 4 人いるので、学校ごとにバラバラ休みはあまり効果がないかな。  いまいち、キッズウィー

クがぴんとこない。  家族が一緒に遠出するチャンスになりそうでならないかも。 

457 もっとアピールして会社も協力してくれるようにしないと休めない。  部活動を休みにしてほしい。

日々、遅くまで部活動をみてくれている先生達も休んでほしい。 

458 兄弟が一緒に休めないと意味がない。休みの日を早めに知らせてほしい。(予約の都合などがあるので。) 

459 親が休暇を取れなかった子供たちの為に、子供だけでも参加できるイベントをやってほしい。 

460 先生のための休みとしか考えられないです。親が休めない家庭の子どもさんはどうするのですか？子ど

もだけで過ごす休みに意味があるのか考えてほしい。 

461 キッズウィークの趣旨が大人も仕事を休んで子供と一緒に過ごすというなら、まず子供を完全に休める

環境にして欲しいです。中学生は学校が休みでも部活があればほとんど家にいないので、キッズウィー

クの意味がないです。教育委員会や学校長のけんげんで部活を休みにできないなら、中学生にはキッズ

ウィークは必要ないと思います。 

462 丸亀市は、隣のより学校の授業日数が少ない。（夏休みが長いなど。）  これ以上、授業日数を減ら

し、学力低下に繋がることはやめてほしい。  休みがあるからといって有効には使えていない。学業は

指導者がいないと、指導自体不慣れで、仕事を持つ親では十分に行えない。  土日休み、さらに祝日な

ども  増えつつある。これ以上まださらに  学校が休みであると。  学力面だけでなく、親の仕事の仕

方にも影響がある。キッズウィークに合わせて  休みを取ってと、気楽なことでは生産性も下がる。そ

ういたった余裕はない。   

463 中学生は部活動があり、本来のキッズウイークの目的を達成していない。  親が休めないので、子ども

が一人で過ごすだけの日になってしまった。 

464 親は参加が難しいので、子供だけでも楽しめるイベントを考えてほしい。 
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465 勤務先の理解を得られないと、休みを取りにくい。企業にキッズウィークが浸透しないとなかなか難し

いと思う。職種や業務によって休みやすいタイミングが違うので、キッズウィークと決められると困

る。各家庭で年に 1 回でもそういう時間が持てたらそれで良いと思う。 

466 休みが取れないので祖父母にお願いすることになると困ります。県内の保育所なども休みにしてほしい

です。休みが同じになるといいのでは。 

467 中学校と小学校の休みが違ったし、主人もそれに合わせて休みがとれなかったので、結局普段とあまり

変わらなかった。 

468 父親の仕事が休めず、いつも通り幼い子供複数を母親１人で見る状況であるため、先ず会社で子育てに

ついてキッズウィークなどをもっと教育、理解してほしい。 

469 これからますます夏は暑いと思うので子供がバテないようにしてやりたい‼️ 

470 小中は合わせる。高校や私立の中学校などは兄弟がキッズウイークで休む場合は休んでも欠席にならな

い。中学校の部活休み。年度始めには予定を出す。  そのくらいしないと、どこにも行けないし、仕事

も休めないのであれば結局家でダラダラする子供が増えるだけ。先生の休養日でしかない。中途半端す

ぎて残念。   

471 家族で過ごすという名目がありながら、中 3 の県内一斉の診断テストが休み明けにある設定が理解でき

ない。さらに、中間テストもその後すぐにあり、旅行に行ける余裕がありません。  それまでに勉強し

ておけばという意見もあるかと思いますが、現実的には難しいと思います。 

472 私が仕事を休んでも、子供は部活があったので、あまり意味がなかったと思います。  土曜日の行事の

あと、休日が一日になるのでその時は疲れが取れないまま登校になります。 

473 仕事をしている人が皆休めるわけじゃないから、正直、キッズウィークはいらない。 

474 特に必要だとは思わない。理由如何にかかわらず有給をとる権利がふつうはあるのに、それができない

会社はこのようなものを設けても、結局休めずに、子どもだけ休みになって困ったという状況になる。

家族で過ごす時間をもつ家庭は制定されなくてもそのようにしていると思う。行事の振替など以外での

カレンダーに沿わない子供の休みは特に必要ないと思う。 

475 休みが増えるのはいいことですが、休めない仕事の人もいるし、出かける余裕がない人もいるので、働

き方や賃金体系についての改革をまず行う必要があると思う。 

476 子どもが休めても親が休みを取れないのではあまり意味がない。 

477 大人の働き方改革により平日の有給も取得しやすくなったため、子供の平日休みは、外出時に混雑を避

けることができ、非常に有効に感じました。 

478 兄弟が学校が違うので 一人だけ休みでも遠くには連れて行けない 一人だけ遊びに連れて行っても兄

弟間で不公平を感じる。  パートで有給休暇がないので 休むと給料に響く  
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479 基本的に必要ないと思う。仕事をしてる人が休めるような社会にならないと意味はないと思う。だった

ら学校に行って欲しい。 

480 職場での推進がなければ、家族で過ごすことが難しいと感じる。  未就園児もいるため親一人でのお出

かけは難しい場合も多く、キッズウイークだから何かできるという特別感は感じられなかった。 

481 キッズウィークなんかいらない 

482 キッズウィークがあっても、親が仕事で休めないので、その間子供はどうすればいいのか？大きな企業

に勤める親と、中小企業に勤める親が子供の為に休みを取るときのリスクの違いがある。    キッズウ

ィーク広めるなら、親側の職場などにもキッズウィークの認知度をあげなくてはいけない。   

483 母親は休みがとれても  普段仕事が忙しい父親らなかなか  休みをとるのは難しいと思う  まして行事

が土曜日で休みもらって  また振替で休みを貰うのは難しい 

484 幼、小、中で同じ日にしないと、兄弟のいる家庭ではあまり意味がないのではないかと思う 

485 運動会等のイベントとは重ねずに運用願いたい 

486 高学年になると、親が休めなくても、初めてのお留守番気分で、楽しく過ごせると思います。 

487 自分達家族が休みであれば、出かける先の場所は営業してほしい、などと言う考えに共感できません。

出かける先で働く人にも家族が居ます。キッズウィークを推進するより保護者が休みが取りやすい職場

環境を整えることが先決ではないでしょうか？ 

488 キッズウィークはいいけど、もっと周知して欲しい。職種によっては折角のキッズウィークも意味のな

いものになる。会社全体がそういう制度を受け入れてくれないと雰囲気も悪いし休みづらい。   

489 もっと宣伝してほしい 

490 兄弟別々で休みになっても出掛けられないので意味がないと思う。 

491 せっかくの休みなら テスト期間は外して欲しい。 

492 勤務先の理解が大いに必要だと思います。福利厚生の中にキッズウィーク休暇を設けてもらえたら、休

みが取りやすくなるのかなーと思います。 

493 仕事してる人もいて、なかなか子供と休みを合わすという事が難しい時も正直あるので、そう言う時に

安心して子供を預けれる場所が増えたりすると助かる。 

494 今回  前もって広告がきていたので  旅行を計画していたが  学校のテスト範囲発表があったのでやめ

にしました 学校との連携が必要だと感じました 

495 キッズウィークとして休日を取るのであれば、今年は兄弟で休みの日が違うので、統一してほしい。  

無理なのであれば、今まで通り、行事のすぐ後に振替休日として休みがある方が良い。 
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496 私は専業主婦で、主人もたまたま仕事が休みだったので、一泊旅行に行くことができて良かったです。

来年からは共働きになるので、預かり保育にお世話になると思います。  子どもの通う園では最初、日

曜日の運動会の振り替えがキッズウィークになっており、翌週の三連休に合わせられていたので日曜日

の運動会の次の日の月曜日は通常保育でした。運動会の次の日はゆっくり休ませたい気持ちがあったの

で、本来の振り替えの意味を考えて欲しいと強く思いました。結局、運動会が土曜日になったので日曜

日に休めましたが。  そこまでしてキッズウィークを取り入れる必要性がわかりません。    いっその

こと、他県であるような県民の日のように、毎年同じ日を丸亀市の休日にしてイベントを行うのもあり

なのかと思いました。 

497 キッズウィークのために仕事を休みやすいよう、中小企業にももっと呼びかけをしてほしい。 

498 中学生は入試も控えて勉強が大切な時期です。幼稚園や保育園児、小学生のみにしてはどうなんでしょ

うか？  今年受験の我が家にはキッズウィークだから一緒に外出などと精神的な余裕が正直ありませ

ん。 

499 小学生が学校で、中学生が休みの意味が分からない。ｷｯｽﾞｳｲｰｸは必要ない。 

500 最近は祝日の振り替えや、祝自体も数が増え、本業の勉学に力を入れ、教育してほしい。  キッズウィ

ークには、いまでも  事業時間が足りないのに、子供にとっては  不利益なこが多いし。  親の仕事形

態にも支障がでてくる。  反対です！ 

501 長期休暇も減るわけでなく、連休が増えただけで仕事を休まなければいけない日が増えただけの気がす

る。 

502 中学生のテスト期間中のキッズウィークでは遊びに行こうとは思わない。実際テスト勉強で遊びどころ

ではない。また小中で休みの日が違うのも一緒に遊びに行けない。 

503 中学生は部活があるのでキッズウィークは部活をしてはいけない！と統一して頂かないと部活に行く子

供をほったらかして下の子と遠出は無理です。  むしろ下の子の不満が募るだけです。  部活がないな

ら離れた親戚宅に遊びに行き交流が持てていいなぁと思います。  色々な意見をまとめるのは大変だと

思いますが、より子育てを充実させるために試行錯誤して頂き感謝致します！     

504 企業側にキッズウイーク取り組みについて理解してもらうよう、市などが動いてもらわないと、休みが

取りにくい親が出てきて、休みになっても出かけたりできなくて、寂しい思いをするこどもが出てくる

のではないかと思う。 

505 いまいち取り組みがよくわからなかったのでもっと周知をして欲しい 

506 今年は、バラバラの休日で、只の休みになっただけでした。これが、政府の目的に合っているのか分か

りません。  専業主婦で居る一つに家族と休日を合わせたいと思っているのに、全く合わず、中学生が

部活ばかりで、時間も合わず、何の為に…という思いです。  今回の休みは、全く反映していません。  

せっかくの休日を有効に家族で過ごしたいし、お出掛けをしたいです。 
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507 受験生でテスト前のため、特にどこかへ行くこともなく、それが良いのか悪いのか...判断が難しい。休

みが長すぎる気もする。 

508 部活動も休めるよう、完全に休みにすべき。教員も学校も休むべき。親が仕事でも子供達が集まれるイ

ベント、楽しめる場所(丸亀城などどの校区からも近い場所)を利用したイベントを企画してほしい。親の

ために、職場、企業に周知してほしい。 

509 今年は部活動の試合などがあり、あまりキッズウィークの実感がないです。 

510 キッズウィークの理念は理解できるが、親子のコミュニケーションの充実が目的ならば、他にも方法が

あると思う。  親が平日に休みを取るのは現実的に難しいだろうし、仕事を休めたとしても、コミュニ

ケーションの充実に直結するかどうか疑問。重要なのは〝親子で過ごす時間の長さ〟ではなく〝質〟だ

と思う。  キッズウィークに、家族で旅行したり、イベントに参加したりできる家庭ばかりではないと

思う。(金銭的問題も含めて)  我が家の場合、長子は中学生たが、キッズウィーク中２日間は部活があ

り、家族そろっての外出はできなかった。  子供が幼いうちは、家族みんなで外出する機会も多かった

が、子供が成長するにしたがい、それは難しくなった。  それでも、普段の生活の中でコミュニケーシ

ョンの充実を心がけている。  家庭によって、コミュニケーションの在り方は様々だと思う。   

511 中学生のテスト期間以外の週に、キッズウイークにしてほしい。 

512 仕事はやすめないので、キッズウィークは迷惑ですし、必要ないです。  時給なので休みを入れると給

料は下りますし、学校行事がある月はたくさん休みを入れることが難しい。 

513 この期間にイベントがあってほしい。 

514 キッズウィークだからと仕事してる人が同じように休めない。こども園と小学校と時期がずれてたら結

局家で過ごすしかなくただの休みで終わってしまいました。 

515 仕事があり都合良く休みがとれないため、この取り組みについてはあまり肯定的ではない。 

516 休みが兄弟でばらばらになるので、仕事の休みを取るのも言いにくいし何回も言えない。せっかくのキ

ッズウィークなのだから、本当だったら仕事の休みをなんとかもらって一緒に過ごしたい。 

517 今年度、長女の小学校は４月、次女の幼稚園は９月に実施されました。できれば地域ごとにキッズウィ

ークの日にちを統一してほしいです。 

518 家族全員が休めるとは限らないし、結局はこどもは留守番実家に預けるなどの対応となったので、休み

やすい職場の環境を作った上で、キッズウィークを知らない人も周りにいたので、周知をもっとしてほ

しいと感じた。 
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２０１８.09.04 （公財）日本交通公社（調査受託機関） 

【保護者向け】 

キッズウィークに関するアンケート調査のお願い 
 

 

丸亀市キッズウィーク推進協議会・丸亀市・丸亀商工会議所   

 

 

① この調査の目的 

 

 

 

② 調査方法について 
 

・ 回答に要する時間は、10 分程度です。 

・ お名前を記入いただく必要はありませんので、ありのままの状況・お考えをご回答ください。 

・ インターネット上に回答用のフォームを設置しておりますので、あわせてご利用ください。 

右側のURL またはQR コードからアクセスいただけます。質問は本紙と同様です。 

回答用ページから回答いただいた場合、紙の調査票（本紙）の提出は不要です。 

http://bit.ly/2ue8qZZ 

 

丸亀市では、平成30年度から「大人と子どもがともにふれあう日」をつくることを目的として、学校・幼稚園行事の振替休日を他の時

期の連休と組み合わせて新たな学校休業日として設定し、保護者もこの日に合わせて年次有給休暇を取得して、子どもと家族団らん

の時間を過ごすことや地域のイベントなどへの参加を促すといった取り組みを進めています。 

このキッズウィークについては、家庭や地域での豊かな学びや保護者の「働き方改革」などの効果が期待される一方で、新しい取り組みと

いうこともあり、仕事をお持ちの方や経営者の方などから懸念の声も聞こえています。 

本アンケート調査は、今年度キッズウィークを実施した、丸亀市内の小･中学校、幼稚園及び認定こども園の保護者の皆様を対象

に、キッズウィークに関するご意見などをお伺いするものです。丸亀市におけるキッズウィークの今後のあり方を検討する際の参考にさせていた

だきたく、ご協力をお願い申し上げます。 

お忙しいところ誠に恐れ入りますが、何とぞよろしくお願いいたします。 
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2019 年 03 月 15 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関する事業者向けアンケート調査 

調査結果報告書（最終版） 

調査概要 

本調査は、香川県丸亀市において 2018 年度に実施されたキッズウィークの取り組みに関して、丸亀

市内の事業者に対するアンケート調査を実施したものである。 

1. 対象 

丸亀市内で事業を営む事業者のうち、丸亀商工会議所の登録事業者を対象に調査を実施した。 

対象の事業者全員に調査の要旨を記載した案内、ならびに設問内容の一覧を配布し、回答を求め

た。 

2. 調査手法 

自記式調査（回答者自身が調査票の質問を読み、回答を記入する方法）により実施し、回答は任

意とした。 

調査媒体として、インターネット上に設置した回答ページ上で回答を収集する方法を用いた。配

布した調査案内に、回答ページへのアクセス方法等を記載し、回答者が所有するスマートフォン等

の機器を用いてアクセスの上、回答するよう求めた。 

調査は 2018 年 12 月から 2019 年 03 月にかけて実施した。丸亀商工会議所が発行する会報に調

査案内と設問内容の一覧を同封し、12 月中旬に順次配送した。 

3. 回答実績 

2019 年 03 月 04 日までに、95 件の回答が得られた。調査案内の配布数 1,800 に対する回答率

は、5.28%であった。 

4. 有効回答数 

本調査においては回答を list-wise（一部に無効回答が含まれる調査票であっても、調査票自体は

有効とする方法）によって処理し、すべての質問に対する回答が欠損した調査票のみを無効とした。 

回答数 95 件のうち、無効票は 0 件、有効回答数は 95 件であった。一部の回答が欠損している調

査票について、欠損した回答は「不明・無回答」とした上で集計を行った。 
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結果詳報 

1. 従業員数 

※正社員のほか、パート・アルバイト・契約社員等を含む。 
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2. 経営形態 

 

3. 企業形態 

 

4. 営業形態 
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5. 業種 

※日本産業分類による 
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6. 月ごとの事業繁閑 

※複数回答。（n= ）は各月の回答数合計を、割合は各月の回答者合計を母数とする割合を示す。 
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7. キッズウィークの認知度 
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8. キッズウィークの期間前から期間中における、業務や職場の様子 
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11. キッズウィークに関して行政に望むこと 

※複数回答。割合は本設問の回答者数を母数とする選択率を示す。 

 

 

  

45.7%

32.1%
29.6%

37.0%

30.9%

7.4%

従業員や従業員の家族に

対して、周知広報や啓発

のための活動を推進す

る。

キッズウィークに協力する

事業者に対して、総合評

価方式の入札における加

点など事業上のインセン

ティブを与える。

キッズウィークに協力する

事業者を公表するなど、

企業イメージの向上に資

する活動を推進する。

従業員の休暇取得促進を

図るため、職場環境の改

善などに関する相談・支

援制度を設ける。

県や隣接自治体と連携

し、従業員の生活圏内に

ある事業者にもキッズ

ウィーク事業への協力を

要請する。

その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

438



11 

 

12. 来年度以降のキッズウィーク休日の設定方法に対する評価 

 

13. 全市統一によるキッズウィーク休日の設定方法として、もっとも適当と考えられるもの 

※全問 12 で「全市統一で休日を設定するのがよい」を選択した回答者のみ回答 
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14. 民間との連携によるキッズウィークの推進に対する評価・スタンス 

 

 

15. キッズウィーク推進協議会等からの連絡を受けても構わない事業者 

・事業社名・連絡先とも 21 件の回答がみられた。 

・具体の事業者名と連絡先は、別紙に記載した。 
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16. キッズウィークに対する意見、要望、疑問点など 

※自由記述回答。回答数は 15 件であった。このうち、「なし」「特にないです」など無回答と同義

の記述を除く 14 件の回答を以下に示す。 

 

# 記述の内容 

1 地域ごとに休みが決まるのであれば、自治会とも連携できる事があるのではないでしょうか。子供会とか

の行事になれば親は関わりやすいと思います。 

2 私は丸亀在住ではないので、友人にキッズウィークいいね！と話しましたが、実際 旦那さんの休みは取

りづらく奥さんがいつも通り子どもと接する休みとなったので、普段通り学校がある方が有り難いと言っ

ていました。子どもが小さいうちは、夫婦が休みで遠方に出かけたりするので、休みが取りづらいようで

あればあまり意味がないのかなと思います。 

3 当社は年中無休であるため、全市的にキッズウィーク休日が統一された場合は休暇希望が重複するので、

学校等が個々に休日を設定した方が社員も休暇を取得しやすい。 

4 丸亀市だけで進めても意味がない。 

5 各会社によって繁忙期が違うと思うので、会社内の不公平さというよりは、業者間での不公平さは生まれ

てしまうと思います。 

6 子供がいる家庭だけを中心に議論していると、子供がいない家庭を差別していることになるかもしれませ

んよ。 

7 業種、業態、各人の責任や立場、取り巻く状況や条件によって様々な選択肢があると思います。  何もか

も画一的に考えるのではなく、柔軟な発想が必要だと感じます。 

8 余り、今まで、体験したことのないことなので、今一 ピーンと、来ないので、、答えようーが、ない。   

9 親とのコミュニケーションとは行っても、やはり仕事は、休めないと思います！  全ての企業を休みにす

る事もできませんよね？  サービス業なんて、なおさら休めない。  キッズウィークに、お店がどこも開

いてないなんて、あり得ないですよね？     

10 「推進協議会」という団体名からも、全市的に統一期間での導入が目的の団体と思われる。  キッズウィ

ークの主旨に賛成はできるものの、その実施期間を統一してしまうと、企業の事業運営上も、親本人たち

も、同じ期間に職場の多くの者が一斉に休暇をとることになり、却って休暇取得に際して問題が発生した

り、ウィークの定着が図れないものと考える。 

11 キッズウィーク取得には、大半が有給消化で行われると思いますが、子育て世帯にとって有給とは「子の

病気」「子の行事ごと（ＰＴＡ含む）」などに残すことが多く、キッズウイークで消費することに無理が生

じ、特別休暇にすると、子育て世帯以外に不公平感が生じる、そういった休暇の取り方に無理がある様に

思う。    趣旨に賛同しかねる。 
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12 休暇を取得しやすいようするならば、全市で統一して設定するのよ良い。公共工事など請けている事業所

は工事期間中に休みを設定するのは業務上影響あるとおもう。人手不足の時代なので、市で連携を取りあ

ってもらいたい。   

13 迷惑でしかない。 

14 それぞれの家庭や職場に様々な事情がある。ストレートな言い方をすれば、休みがあっても経済的、精神

的に余裕が無ければ、制度として根付かない。同様に働き方改革云々全てにおいて中小・零細企業の現状

が理解できていないピント外れの政策と言える。 
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質問は次のページから始まります 

平成 30 年 12 月 

事業者様 各位 

経済産業省 

公益財団法人 日本交通公社 

丸亀市キッズウィーク推進協議会・丸亀市・丸亀商工会議所 

キッズウィークに関するアンケート調査のお願い 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウィーク関連調査

事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、丸亀市キッズウィーク推進協議会のご協力を頂

いて実施するものです。キッズウィークに対する効果や課題を検証することを目的に、丸亀市内で事業を営まれている事業者

の皆様を対象として、キッズウィーク事業に対するご意見などをお伺いいたします。 

調査は無記名で実施し、頂いた回答は個人または事業所が特定できないよう、統計的な処理を行います。結果は上記の目的

に限って使用いたしますので、ご回答いただいた皆様にご迷惑をお掛けする事はございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解のうえ、調査にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

アンケートへのご回答について 

・ 回答に要する時間は10分程度です。 

・ 本調査では、インターネット上で回答を収集いたします。紙の調査票（本紙）と同じ質問と

回答用フォームを設置した「回答用ページ」を用意しております。 

・ お手数をお掛けいたしますが、お手持ちのスマートフォンまたはパソコンから右記URLに

アクセスいただき、貴事業所の回答をご入力ください。QRコードを読み取ると、URLを

自動で取得することができます。 

・ 01月18日（金）までに、回答のご入力をお願いいたします。 

調査に関するお問い合わせ先（調査受託機関） 

・ 公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 

担当：岩崎、那須 電話：03-5770-8430 E-mail：kids@jtb.or.jp 

キッズウィークとは 

キッズウィークとは、国において平成 30 年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出することを目的

に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確保などを官民一体となって推

進する取組です。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることにより、繁忙期を避け

て家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ごし方が可能になるとともに、保護

者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。

一方で、「子どもが一人で家にいることになるのではないか」｢企業経営に影響が出る可能性がある｣といった不安の声や、

保護者が休暇を取得できない、兄弟姉妹の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用上の課題も指摘されています。 

丸亀市では「大人と子ども共にふれあう日」を通して、家庭や地域での豊かな学びを実現することを目的に、キッズウィ

ーク事業に取り組んでいます。平成 30 年度には市内の学校や幼稚園の振替休日を他の時期の連休と組み合わせて、新たな

学校休業日として設定しました。また、保護者はこの学校休業日に合わせて有給休暇等を取得し、子どもと共に家族団らん

の時間を過ごすことや、地域のイベントなどに参加して楽しもうといった取り組みを進めています。 

回答用ページ 

 

http://urx.blue/NzLm 
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丸亀市キッズウィーク関連試行事業・今治造船㈱工場見学会実施要項

                 丸亀市キッズウィーク推進協議会事務局 

                 

丸亀市キッズウィーク推進協議会では、平成 30 年 11 月 22 日と 26 日に“キッズウィーク”

を実施する下記の 7 小学校の児童を対象に、子どもたちの体験的学習活動の一環として、下記

のとおり本市昭和町地先に立地する今治造船㈱丸亀事業本部の工場見学会を開催する。 

◆今治造船㈱工場見学会の目的 

丸亀市キッズウィーク推進協議会では、“キッズウィーク”を実施する下記の 7 小学校の児

童を対象に、本市昭和町地先に立地する今治造船㈱丸亀事業本部の新ドック（長さ 610ｍ）、多

度津町同社西多度津事業部及び多度津造船㈱の艤装風景(長さ 410ｍの世界最大級のコンテナ

や 7,600 台積載可能な自動車輸送船など見学することにより、子どもたちが郷土丸亀で造られ

ている最先端の究極のモノづくりを学ぶ体験的学習活動の機会とすることを目的とする。 

◆工場見学会の日時 

➊11月 22日(木)：午後 0 時 15 分～5 時 10 分(集合から帰着までの予定) 

➋11月 26日(月)：午後 0 時 30 分～5 時(集合から帰着までの予定) 

  ※見学時間は午後 1 時 30 分から午後 4 時 20 分まで約 3 時間の予定。 

◆見学対象者及び募集人数 

下記の期日に“キッズウィーク”を実施する小学校 4 年生以上の児童で希望者。ただし、

3 年生以下の児童で保護者同伴の場合は、参加を可とする。なお、保護者が同伴できないと

きは、協議のうえ推進協議会が対応する。 

➊11月 22日(木)：城乾小・城北小・岡田小学校の児童及び保護者計 80 人 

➋11月 26日(月)：城東小・郡家小・飯野小・垂水小学校の児童及び保護者計 100 人   

◆参加者人数(予定)…11 月 12 日現在 

➊11月 22日(木)：47 人(児童 22 人、保護者 14 人、随行 6 人、職員 5 人／大型バス 1 台)  

➋11月 26日(月)：83 人(児童 51 人、保護者 24 人、随行 1 人、職員 7 人／大型バス 2 台)  

学校名 4年以上 3年以下 保護者数 見学者計 車種別 号車 

城乾小 3 人 8 人 7 人 18 人 大型バス 1 号車 

城北小 7 人 2 人 6 人 15 人 大型バス 1 号車 

岡田小 1 人 1 人 1 人 3 人 大型バス 1 号車 

22日合計 11人 11人 14人 36人   

垂水小 4 人 5 人 5 人 14 人 マイクロ+大型バス 1 号車 

郡家小 14 人 8 人 9 人 31 人 大型バス 1 号車 

飯野小 3 人 5 人 4 人 12 人 大型バス 2 号車 

城東小 8 人 4 人 6 人 18 人 大型バス 2 号車 

26日合計 29人 22人 24人 75人   

総合計 40人 33人 38人 111人   
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◆集合時間･場所及び往復送迎コース(各学校等➡今治造船㈱) 

➊11月 22日(木)：岡田小学校・城北小学校・丸亀商工会議所・城乾小学校 

【集合時間及び場所】 

➀岡田小学校…集合：午後 0 時 15 分 岡田小学校正門  

 ➁城北小学校…集合：午後 0 時 45 分 城北小学校南側通用門 

  （丸亀商工会議所…集合：午後 1 時  丸亀商工会議所玄関前） 

➂城乾小学校…集合：午後 1 時 10 分 城乾小学校北側通用門(運動場側) 

 【往路送迎コース】 

➀岡田小学校➡➁城北小学校➡➂城乾小学校➡今治造船㈱西多度津事業部 

【11月 22日:今治造船㈱丸亀事業本部及び西多度津事業部、多度津造船㈱見学コース】 

見 学 時 間 見 学 場 所 見 学 の 内 容 

後 01：30 着 

後 01：35～01：55 

後 02：05～02：25 

後 02：30～02：40 

後 02：45～03：10 

後 3：15～03：25 

後 03：30～04：10 

後 04：10 発 

同社西多度津事業部着 

同上会議室 

同社西多度津事業部見学 

移動 

多度津造船㈱見学 

移動 

同社丸亀事業本部見学 

同社丸亀事業本部発 

 

DVD 視聴、あいさつ、見学の概要説明 

コンテナ船等艤装見学 

 

船舶建造・艤装見学 

 

新ドック、艤装現場、船型開発センター 

【復路送迎コース(今治造船㈱➡各学校) 】 

➀城乾小学校着･後 4：25 着➡➁丸亀商工会議所･後 4：30 着➡➂城北小学校･後 4：35 着 

➡➁丸亀商工会議所･後 4：30 着➡➂岡田小学校･後 5：00 着 

➋11月 26日(月)：垂水小学校・郡家小学校・飯野小学校・城東小学校 

【集合時間時間及び場所】】 

➀垂水小学校…集合：午後 0 時 30 分 垂水小学校正門 

➁郡家小学校…集合：午後 0 時 50 分 郡家小学校正門 

 ➂飯野小学校…集合：午後 0 時 40 分 飯野小学校正門→㈱高木工業所駐車場 

 ➃城東小学校…集合：午後 1 時 00 分 ㈱高木工業所駐車場 

【往路送迎コース】 

●バス１号車…➀垂水小学校➡➁郡家小学校➡今治造船㈱西多度津事業部 

●バス２号車…➂飯野小学校➡➃城東小学校➡今治造船㈱西多度津事業部 

【11月 26日:今治造船㈱丸亀事業本部及び西多度津事業部、多度津造船㈱見学コース】 

見 学 時 間 見 学 場 所 見 学 の 内 容 

後 01：30 着 

後 01：35～01：55 

後 02：05～02：30 

後 02：30～02：40 

同社西多度津事業部着 

同上会議室 

同社西多度津事業部見学 

移動 

 

DVD 視聴、あいさつ、見学の概要説明 

コンテナ船等艤装見学 
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後 02：45～03：10 

後 3：15～03：25 

後 03：30～04：15 

後 04：20 発 

多度津造船㈱見学 

移動 

同社丸亀事業本部見学 

同社丸亀事業本部発 

船舶建造・艤装見学 

 

新ドック、艤装現場、船型開発センター 

【復路コース】城東小学校・郡家小学校・飯野小学校・垂水小学校 

●バス１号車…➀郡家小学校･後 4：35 着➡➁垂水小学校･後 4：50 着 

●バス２号車…➀城東小学校･後 4：25 着➡➁城東小学校･後 4：40 着 

◆見学者に対する注意事項 

 ➊服装は動きやすいもので、必ず運動靴を着用すること。 

 ➋工場内では、係員の指示に従い、定められた見学コース以外には絶対に立ち入らないこと。

特に、3 年生以下の児童は、必ず保護者と離れないで行動すること。 

 ➌各集合･解散場所へは、丸亀市産業観光課または丸亀商工会議所の職員が送迎を担当し、安

全管理に努める。見学者は、集合･解散場所への行き返りは、交通安全に努めること。 

 ➍見学会の集合場所には、駐車場を確保していませんのでご了承ください。 

◆見学会の主催者 

丸亀市キッズウィーク推進協議会(主管：丸亀商工会議所) 

◆見学会に係る職員派遣 

今回の工場見学会は、今治造船㈱丸亀事業本部等が平日のフル操業中であり、たいへん危

険な場所もあることから、同社社員の指導を得ながら、市産業観光課及び丸亀商工会議所の

職員が見学児童の安全に対して、万全の措置を講じるものとする。また、3 年生以下の児童

のうち、保護者が同伴しない者については職員が責任をもって当たるものとする。 

◆見学会に係る職員派遣 

【視察者】11 月 22 日(木)のみ、視察者等は午後 1 時までに丸亀商工会議所に集合。 

➊経済産業省クールジャパン政策課 2 名 

➋(公財)日本交通公社 2 名 

➌(一社) 日本中小型造船工業会職員 3 名 

【見学先会社の担当者】☎0877(25)5000 代表 内線 2300842 

➍今治造船㈱丸亀事業本部 ☎携帯:080-2853-4002 

 担当者：人事時総本部 丸亀人事総務グループ勤労チーム 

【職員等随行者】11月 22日(木)･26日(月) 

➊11月 22日(木)：市産業観光課 2 人 

         丸亀商工会議所 3 人 

➋11月 26日(月)：市産業観光課 3 人 

         丸亀商工会議所 4 人 

◆担当職員の業務内容 

 ➊見学参加者の受付…下表の担当職員が各小学校の集合場所にて見学参加者を受け付け、バ

スに同乗する。担当職員のうち、1 番目の集合場所担当者はバスの乗っていくこと。 

449



 

  

丸亀市キッズウィーク推進協議会試行事業実施概要 4 

 

 ➋見学参加者の安全管理…子どもたち(保護者も含む)に危険がないよう、工場見学中は常に

安全管理に努める。バスに乗り降りするときは、必ず参加者人数の確認を行う。 

➌見学中の安全管理…特に、造船ドック見学等のときや説明会においても⑵と同じ。 

➍復路の管理…見学終了後は、往路とは逆の順序で見学参加者を帰着場所(集合場所)へ送る

こと。特に、22 日の岡田小学校は、帰着が午後 5 時以降となる予定) 

【見学者送迎バス担当者】 

見学日 第１集合場所 第２集合場所 随行者等担当 第３集合場所 

11月 22日 岡田小：Ａ 城北小：Ｄ 商工会議所：Ｆ、Ｈ 城乾小：Ｉ 

11月 26日 垂水小：Ｂ 郡家小：Ｅ、Ｆ   

 飯野小：Ｃ 城東小：Ａ、Ｇ   

 ※26 日の垂水小学校の迎えは、市のマイクロバスを使用。(集合は午後 0 時 30 分で、見学者

が集まり次第、郡家小学校へ出発➡マイクロバスは郡家小学校までの運行) 

◆個人情報の管理 

参加者から提供いただいた個人情報は、目的以外に利用したり、第三者に漏えいすること

がないよう注意すること。(法令に定めのある場所や本人が同意している場合を除く)  

◆見学会の費用負担 

 ➊見学者のバス費用…見学に係るバスの費用は、(一社)日本中小型造船工業会が負担する。 

 ➋見学会の募集費用…募集用チラシの印刷は、(公財)日本交通公社が負担する。 

 ➌見学者傷害保険料…丸亀市キッズウィーク推進協議会が負担する。 

 ➍見学者連絡郵便料…丸亀市キッズウィーク推進協議会が負担する。 

◆実 施 協 力 

経済産業省、今治造船㈱丸亀事業本部及び西多度津事業部、多度津造船㈱、一般社団法人 

日本中小型造船工業会、公益財団法人 日本交通公社、丸亀市、丸亀市教育委員会、丸亀商工

会議所 

 

◆問合先：丸亀市キッズウィーク推進協議会事務局（丸亀商工会議所） ☎：０８７７-２２-２３７１ 
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武雄市役所 現地説明会要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 05 月 30 日（水）13:30 -14:30 

・ 会場 武雄市役所 営業部商工課 打合せスペース 

参加者 

武雄市     6 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社  2 名 

資料 

武雄市提供 

・ 資料 01 キッズウィーク広報周知チラシ（事業者向け）A4 カラー両面刷 

・ 資料 02 キッズウィーク期間中の取り組みについて 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 キッズウィーク関連調査事業のご紹介 

打合せ要旨 

・ 武雄市商工課、企画政策課、教育委員会の 3 者に対して事業概要を説明し、同市におけるキ

ッズウィーク事業の取り組み状況を伺った。 

・ 武雄市内には公立の小中学校が 16 校存在し、今年度の 10/05（金）を休日として設定予

定。長期休暇のうち 1 日を移動する方式により実施。 

・ 昨年度末から現在にかけて、事業者、自治会、保護者などの各主体に対して市役所がキッズ

ウィークの周知を図っている。とりわけ事業者に対しては、武雄市の企画政策課と教育総務

課の連名でチラシを作成して実施日の周知し、有給取得促進、職場体験への協力、イベント

や割引特典等の検討を依頼している。同チラシは 6 月初頭から配布予定。 

・ 教育委員会が、連休となる 10/05（金）から 10/08（月）までの期間に実施予定のイベント

に関する情報を集約中。市内のこども図書館では開館 1 周年記念イベント等が予定されてい

ることから、保護者が休めない子どもの受け入れ先となることを内々で検討している。 

・ 協議会またはそれに類する団体を立ち上げる予定はなく、検討もされていない。 

以 上  
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武雄市役所 現地打合せ要旨 

実施概要 

・ 日時 2018 年 7 月 19 日（木）14：00 -16：30 

・ 会場 武雄市役所 営業部商工課 打合せスペース 

参加者 

武雄市    5 名 

公益財団法人 日本交通公社 3 名 

資料 

武雄市提供 

・ 資料 01 キッズウィーク実施に向けた進捗管理表 

 

JTBF 提供 

・ 資料 21 打合せ次第 

・ 資料 22 キッズウィークに関するアンケート調査の対象者イメージと調査手法の整理

（案） 

・ 資料 23 キッズウィークに関するアンケート調査票（案）保護者向け 

・ 資料 24 キッズウィークに関するアンケート調査票（案）事業者向け 

・ 資料 25 キッズウィークに関するアンケート調査票（案）従業員向け 

打合せ要旨 

・ 従業員向けアンケートは行わず、保護者向けと事業者向けのアンケートを行う。 

・ 信頼性に対する懸念から QR コードを利用したアンケート回収に抵抗感があったが、回答数

が 300 ほどあればある程度信頼性のある分析が可能である、また QR コードによっても回収

率は 10％ほど確保が可能であろうとのことで、効率性を鑑み QR コードにて実施したいと考

えている。 

・ 試行事業に関しては、現状 4 案ほどあり、そのいずれかに適用できればと考えている。 

・ 8 月 10 日にキッズウィークに関連して行う事業のとりまとめを行う。 

以 上  
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武雄市役所 現地調査実施に伴う事前打合せ 

実施概要 

・ 日時 2018 年 10 月 04 日（木）16:00 - 16:40 

・ 会場 武雄市役所 4F 打合せスペース 

参加者 

武雄市     1 名 

経済産業省 商務・サービスグループ 2 名 

公益財団法人 日本交通公社  2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 21 現地調査行程案（事前に共有） 

打合せ要旨 

・ 武雄市内にて翌日から実施する現地調査、ならびに今後の事業展開と事務手続きに関して、

武雄市、経済産業省、JTBF の三者で情報共有をはかり、未決事項については対応指針を確

認した。 

・ 武雄市が翌日から実施予定のキッズウィーク関連事業のうち、一部については台風 25 号の

接近により中止またはプログラムの変更等を行うが、影響の少ない事業は予定どおり実施す

る。 

・ 来年度以降の展開に向けて、11 月上旬の次年度予算要求提出までに今年度事業のアンケー

ト結果（速報）を頂ければありがたいとの要望を武雄市から受けた。 

以 上  
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武雄市役所 調査結果報告会 

実施概要 

・ 日時 2018 年 12 月 25 日（火）14:00 -16:30 

・ 会場 武雄市役所 3 階 打合せスペース 

参加者 

武雄市    8 名 

公益財団法人 日本交通公社 3 名 

資料 

JTBF 

・ 打合せ次第 

・ キッズウィークに関するアンケート調査 保護者向け調査結果（要旨） 

・ キッズウィークに関するアンケート調査 事業者向け調査結果（要旨） 

打合せ要旨 

・ 来年度については、10 月 11 日の金曜日を休みとし、4 連休とする。 

・ 事業者からキッズウィークへの否定的な声は聞いていないが、周知の時期が遅いとの指摘

はあった。 

・ 保護者における認知率は高く、事業者への周知が今後の課題となる。 

・ 周辺自治体との連携については、県レベルでの取り組みも検討していく必要があるのでは

ないか。 

以 上  
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武雄市役所 打合せ 

実施概要 

・ 日時 2019 年 02 月 20 日（水）14:00 - 16:00 

・ 会場 武雄市役所 4F 打合せスペース 

参加者 

武雄市    2 名 

公益財団法人 日本交通公社 2 名 

資料 

JTBF 提供 

・ 資料 21 議事次第 

・ 資料 22 保護者向け調査 クロス集計結果 

・ 資料 23 事業者向け調査 クロス集計結果 学校別総合評価 

・ 資料 24 事業者向け調査 クロス集計結果 

・ 資料 25 事業者向け調査 クロス集計結果 イベント実施者抽出 

・ 資料 26 キッズウィーク推進シンポジウム 開催概要（案）02/20 版 

・ 資料 27 キッズウィーク推進シンポジウム プレゼン資料ひな型 

・ 資料 28 キッズウィーク推進シンポジウム 依頼状等書面 

・ 資料 29 キッズウィーク推進シンポジウム 依頼に係る連絡事項等 

打合せ要旨 

・ 武雄市に対して、保護者向け調査ならびに事業者向け調査のクロス集計結果を報告した。 

・ キッズウィーク推進シンポジウムについて、武雄市長ならびに武雄市担当者の登壇に係る事

務手続きを確認した。 

・ キッズウィーク推進シンポジウムにおける議論の方向性について確認し、当日の全体会用資

料の作成を武雄市に依頼した。 

以 上  
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2018 年 12 月 25 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

保護者向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

武雄市内の市立小学校および中学校、計 16 校に通う児童・生徒の保護者を対象に調査を実施し

た。佐賀県立武雄青陵中学校、ならびにその他の学校については調査対象外とした。 

対象校の児童および生徒のうち、各家庭の長子に対して計 2,644 の調査票を配布し、保護者に

回答を求めた。父親と母親が個別に回答する等の事例を想定し、各家庭から複数の回答を受け付

けた。 

2. 回答実績 

調査案内および調査票の配布数 2,644 に対して、1,588 件の回答が得られた。配布数に対する回

答率は、60.06%となった。1,588 件のうち、web 調査による回答は 717 件、紙調査による回答は

871 件であった。 

回答数 1,588 件のうち、無効票は 3 件、有効回答数は 1,585 件であった。 

結果 

1. 回答者プロフィール 

子どもからみた関係は、回答者の約 90%が母親、約 10%が父親であった。 

年齢は 40 代がもっとも多く、約 50%を占めた。次いで 30 代が約 40%を占めた。 
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2. 主要な設問の回答 

 1) 当日の休暇取得状況 

キッズウィーク期間中に仕事の予定があった回答者は、1,356 人（86.5%）であった。 

このうち、仕事の予定があった日に休みを取ることができた回答者は 422 人、休みを取ること

ができなかった回答者は 929 人であった。仕事の予定があった人数を母数としたとき、休みを取

ることができた回答者の割合は 31.1%、休みを取ることができなかった回答者の割合は 68.5%で

あった。 
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 2) キッズウィークの認知度 

国の施策について知っていた回答者は 539 人（36.5%）、武雄市の施策について知っていた回答

者は 1,060 人（71.4%）であった。 

 

 3) 武雄市のキッズウィーク施策に対する総合的な評価 

5 段階評価のうち、もっとも多く選択された区間は「どちらでもない(3)」であり、回答者の

39.9%を占めた。 

「まったく思わない(1)」と「思わない(2)」の選択率合計は 29.4%、「そう思う(4)」と「非常に

そう思う(5)」の選択率合計は 30.7%であり、全体としては肯定的な評価が若干多くみられた。一

方で、否定的な評価の中では「まったく思わない(1)」の選択率が高かったことから、評価点の平

均は 2.98 となり、中央値の 3 をわずかに下回った。 
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3. 自由記述回答の傾向 

本調査の最終設問については、573 件の自由記述解答が寄せられた。共通の傾向を有する記述

のうち、一定数の回答が認められたものを以下に挙げる。 

 1) 保護者の有給・休暇取得に関する回答 

企業や事業主に対するキッズウィークの周知や啓発を求める回答 

3 仕事先へキッズウィークの日程や意味をどんどん伝えてほしい。私は休みが取れるが、父親の会社が休みを取り

づらいため。 

271 家族の話し合いや会話だけでは旦那さんへの“押し”がいまいち弱いので、旦那さんの会社側や企業、職場からの

呼びかけもほしいです。なので、会社への浸透も大事かなと。それで休みも取りやすくなると思います。 

武雄市外の事業者や、県に対する一体的な取り組みを求める回答 

7 親が武雄市で働いていないと認知されておらず、休みをもらえなかったり、兄妹で休日が異なるため、統一して

ほしい。 

169 今年は武雄市だけの取り組みだったが、武雄市近郊の市町村でも、同じ取り組みが始まり、それに合わせたイベ

ントがもっと増えたらいいと思う。家族 DE 職場体験ツアーに参加したが（祖父母と孫）、とても楽しかったよう

だ。 

412 キッズウイークに、仕事を休みたくても休めなかった。何の為の、誰の為のキッズウイークなのかと思う。武雄

市で働く人はすんなり休みを貰って旅行などに行っていた。市外に勤務しているので、まったくキッズウイーク

の認知度もなく、休めなかった。この差で、子供も不満爆発。 

 

 2) 期間中の過ごし方に関する記述 

子どもと一緒に過ごせた保護者からの回答 

92 土日は習い事で忙しいため、個人的には平日の休みができて、とても嬉しかった。家族でゆっくり時間を過ごせ

たし、お出かけはしなかったけれど、たくさん話をして、笑って良い時間でした。 

329 キャンペーンや割引などがあって、武雄に住んでいながらも初めて行くところもあって、武雄の良いところをま

た見つけられた。武雄の良いところを再発見できた。家族でイベントに参加できるのもいいと思う。キッズウィ

ークとても楽しかったです。 

子どもと一緒に過ごせなかった保護者からの回答 

193 核家族で共働きなので、平日に休みを取れるはずもなく、むしろ預け先や昼食の心配など増え、困った。 

270 キッズウィークに対する職場の理解があり、休みを取らずに子どもを職場へ連れて行くことができた。子どもも

良い体験となったようだ。キッズウィークに対する周知、理解があったからこそだと思う（母） 

501 兄弟が居る家庭は、一緒に休みを取れない。仕事も簡単に休めないし、結局出掛ける事も出来ず、友達が出掛け

た話を学校で聞き、羨ましがるだけで子供に申し訳ない気持ちになる…。 

当日までの計画・事前周知に関する回答 

329 年度初めの時点で、キッズウィークについてのお知らせがあっていたら、早めの計画ができ、家族みんなの調整

ができたかもしれない。 
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 3) キッズウィーク実施日の設定に関する記述 

実施時期に関する回答 

174 地域行事や農繁期で、この時期は忙しいので、休みを調整するのが大変でした。でも、子どもと一緒に過ごす時

間を持てたことはとても良かったと思います。できれば、この時期はずらしてほしいです。 

318 キッズウィーク中の土曜日が職場（保育園）の運動会のため、前日に準備があるため、休みを取るのが難しい。

運動会シーズンなので、時期を考えてほしい。 

443 学校休業の分散には賛成ですが、秋は地区の祭りや体育大会など土曜に休みをもらわないといけないことが多い

のに更にキッズウイークも休みになるのは厳しかったです。 

平日を実施日とし、連休を創出することに関する回答 

96 世間での三連休の前の 1 日というのは、なかなか休みを取りにくい状況だと思う。確実にこの 1 日を親（保護

者）が休めて、子どもと一緒に過ごせるならばキッズウィークの意義があると思うが、現実には極めて難しい。 

508 平日のキッズウィークは、混み合うレジャー施設を訪れるには最高にありがたかった。混み合う夏休みの遠出を

避け、キッズウィークに旅行を計画する家庭も多いのではないかと思うので、運動会等(順延含む)がキッズウィ

ークにかからないよう今後検討していただけると尚良い。 

曜日の設定に関する回答 

359 金曜日ではなく、土、日、月、火曜日での 4 日間の方がお休みを取りやすく、子どもたちとの時間が作れる家庭

が多いと思う。土日祝日は部活の大会などがあるので、火曜日の方が子どもたちもゆっくり休めると思う。 

419 中学生は大事な試合前に休まざるを得ない状況。火曜日を休みにして、部活動も休みにした方が中学生も休みを

有効に使える。 

夏休みを短縮することに関する回答 

27 キッズウィークが導入され、夏休みが短くなった。その結果、猛暑が続く中、日中に気温が高い正午頃に歩いて

登下校する子どもはきつそうでした。脱水にならないか心配でした。 

90 学校にエアコンがついているなら夏休みを短くし、学校生活をしてほしい。キッズウィークの 4 日間は短い。 

 

 4) キッズウィークの意義等に関する記述 

授業日数の減少に言及する回答 

285 学力の低下になるので、休みは増やさないでほしい。 

338 授業日数も足りない、内容も遅れてる、と言われている中での連休は本当に必要があるのか？その分授業に当て

てもらいたい。 

先生方に与える影響・効果等に関する回答 

207 三連休はすべて仕事だったので、どこかに行くことはなかった。先生が二学期に向けて、準備のための休みも必

要かと思う。子どもはゆっくり休みを過ごすことができた。 

294 キッズウィーク…というよりも「多忙極まりない先生方の心と身体のケアを設けるためのウィーク」という捉え

方、取組であると考えると大賛成である。 
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他の教育機関との連携に関する回答 

242 高校生と休みが合わないので、仕事を休んでも遊びに行けない。 

263 キッズウィークでまとまった休みになり、遠出しようと思っても、保育園の行事と重なり、できなかった。兄弟

間でまとまった休みにならないと家族での過ごし方も限られる。保育園、小学校連携して取り組んでもらいた

い。 

539 保育士をしていますが小学生は休みだけど下の子は預ける親が多く休めなかった。キッズウィークを推すのなら

保育園も休みにしてほしい。 

569 武雄市の推進なのに県立中は休みでない家族でので遠出もすることができない。土日休みをとるので、平日まで

も休むことはできないです。 

 

 5) 期間中のイベントに関する記述 

イベント等の周知・案内・運用に関する回答 

166 平日でなく、土日でも参加できる職場体験ツアーがあれば、ぜひ参加してみたかった。 

242 割引サービスのお店がわかるように冊子やクーポン等があったらいい。 

427 イベント関係の開催が SNS で若干分かりにくいなーと感じました。 

431 各イベントなど家族で参加するには定員が少なすぎると思う。（バスツアーなど） 

490 イベント情報をもっと分かりやすく、早めに知れたらもっと計画出来たかなと思う。 

保護者が仕事を休めない家庭の子どもが参加できるイベントに関する回答 

202 休めない保護者や祖父母がいない家族のためにも、子どもだけで参加できるイベントがあればいいと思う。でき

れば、年齢に合わせたイベントが何ヶ所かあれば子どもも参加しやすいと思う。 

218 休みやすい職場であるが、子持ちの人が多いので、みんなで一緒に休みは取れない。子どもだけで参加 OK なイ

ベントあれば参加させたかった。早い時間にお迎えは行かれないので、終了後、学童利用とかあれば良かった。 

565 取り組むにあたって、小学生対象・中学生対象の一人でも参加できる無料イベントを検討していただきたいと思

います。 

 

 6) 部活に関する記述 

10/05（金）以外の部活・社会体育により、期間中の過ごし方に影響があったことの指摘 

524 親は有給を無理してとったのに、数日前になって、中学生は部活があるという。私用で部活を休むのは禁止され

ているし、今のポジションから下ろされるので、一緒に旅行には行けないと言う。悲しくなりました。 

555 今回は社会体育の活動もめいっぱい組まれ、キッズウィーク本来の家族での楽しみはできなかった。 

385 普段の休日もほとんど部活で家族揃って出かけられない。下の子たちに我慢させたりしている。今後、キッズウ

ィークを推進するなら是非部活も全面的に休日にしていただきたいです。 

511 キッズウイークといっても、部活動があれば、子供と両親の交流のための休みではない。そのため、下の子はた

だ何も出来ない休みとなる。キッズウイークとするのであれば、その 4 日間は、部活動もすべて休止にして、家

族団欒と小旅行が計画できるようにすべきだと思う。 
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質問は次のページから始まります 

平成 30 年 10 月 

 

保護者の皆様 

経済産業省 

公益財団法人 日本交通公社 

武雄市 

キッズウィークに関するアンケート調査のお願い 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウィーク関連調査

事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、武雄市のご協力を頂いて実施するものです。 

キッズウィークに対する効果や課題を検証することを目的に、保護者の皆様を対象として、キッズウィーク当日の過ごし方

などについてご意見をお伺いいたします。調査は無記名で実施し、頂いた回答は個人が特定できないよう、統計的な処理を行

います。結果は上記の目的に限って使用いたしますので、ご回答いただいた皆様にご迷惑をお掛けする事はございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解のうえ、調査にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

回答について 

・ 回答に要する時間は10分程度です。 

・ インターネット上に回答ページを設置しております。右下のURLまたはQRコードからアクセスいただけます。質問の

内容は、紙の調査票（本紙）と同一です。 

・ 紙の調査票（本紙）と、インターネット上の回答ページのどちらでもご回答いただけますが、ご協力いただける方につ

いては、回答ページからご回答をいただければ幸いです。 

・ 回答ページから回答いただいた場合、紙の調査票（本紙）の提出は不要です。 

回答期限 

・ 10月15日（月）までに、回答ページでのご回答をお願いいたします。 

紙の調査票で回答された場合は、期日までに本紙を担任の先生にご提出ください。 

調査に関するお問い合わせ先（調査受託機関） 

・ 公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 担当：那須、池知 

電話：03-5770-8430 E-mail：kids@jtb.or.jp 

キッズウィークとは 

キッズウィークとは、国において平成 30 年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出することを目的

に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確保などを官民一体となって推

進する取組です。武雄市では平成 30 年度から「10 月の第 2月曜日の前週の金曜日」を学校休業日としました。平成 30年

度は10月5日（金）を学校休業日とし、8日（月・祝）までの4日間を「キッズウィーク」としました。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることにより、繁忙期を避け

て家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ごし方が可能になるとともに、保護

者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。

一方で、「子どもが一人で家にいることになるのではないか」といった不安の声や、保護者が休暇を取得できない、兄弟姉妹

の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用上の課題も指摘されています。 

回答ページ 

 

http://ur0.work/M7dJ 

小中学校の長子配布 
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2018 年 12 月 25 日 

（公財）日本交通公社 

キッズウィークに関するアンケート調査 

事業者向け調査結果（要旨） 

調査概要 

1. 対象 

武雄市内の事業者 1,151 法人を対象とした。 

対象事業者に対して調査の概要を記載した文書と調査票、各 1 通を郵送し、回答を求めた。 

2. 回答実績 

調査案内および調査票の配布数 1,151 に対して、165 件の回答が得られた。配布数に対する回

答率は、14.34%となった。165 件のうち、web 調査による回答は 115 件、紙調査による回答は 50

件であった。 

回答数 115 件のうち、無効票は 0 件、有効回答数は 165 件であった。 

結果 

1. 回答者プロフィール 

従業員数について、回答のあった業者はすべて 1,000 人未満の規模であり、「9 人以下」が全体

の 64.8%を占めた。このうち、28.9%の事業者が家族・親族経営であった。 

就業に関する規則を自ら決定することのできる事業者は全体の 93.8%を占め、親会社等の規定

に従う事業者は 6.3%に留まった。 

営業形態についてみると、「主として平日に営業」する事業者が全体の 68.8%を、「主として土

日祝日に営業」する事業者が 8.3%を、「年中無休」である事業者が 22.9%を、それぞれ占めてい

た。 
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2. 主要な設問の回答 

 1) 事業の繁忙月・閑散月 

事業の繁閑について、月を単位として複数選択により回答を求めた。 

例年の傾向として「特に事業が忙しくなり、休暇を取りにくくなる時期」については、期末や

年度末周辺の時期に回答がみられた。一方で「ある程度事業が落ち着き、比較的休暇を取りやす

くなる時期」については、6 月の回答が 86 件ともっとも多く、次いで 7 月（50 件）、8 月（43

件）が続いた。 

3 月、4 月、12 月、1 月については、それぞれの月の回答件数を母数としたとき、7 割以上の事

業者が繁忙月と回答した。これらの月は多くの事業者の繁忙月であり、かつ閑散月の事業者も少

ないと考えられる。同様に閑散月の回答をみると、6 月の選択率は 89.6%と顕著に高く、以降に 7

月、9 月が続いた。これらの月は繁閑期となる事業者が多く、かつ繁忙期の事業者は比較的少ない

と考えられる。 
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 2) キッズウィーク期間前・期間中の業務や職場の様子 

複数選択により回答を求めたところ、もっとも多く選ばれた選択肢は「普段と変わらなかっ

た」であり、回答者の 82.8%が選択した。事業者側の取り組みとして「管理職に対する声かけ」

は 5.7%、「所内へのチラシ掲出」は 7.6%に留まった。また従業員から「休暇申請があり業務を調

整した」事業者についても、回答者全体の 7.0%に留まった。 

なお一部の事業者においては「その他」として、「従業員に休むよう提案した」「6 日のみ休診と

し 6 - 8 日を休日にした」等の取り組みがみられた。 
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 3) キッズウィークの認知度 

国の施策について知っていた回答者は 54 人（34.6%）、武雄市の施策について知っていた回答者

は 75 人（47.8%）であった。 

保護者との比較においては、国の施策、武雄市の施策のいずれについても認知度は低く、特に

武雄市の施策に関する認知率はおよそ 25 ポイント低下した。 
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質問は次のページから始まります 

平成 30 年 10 月 

事業者様 各位 

経済産業省 

公益財団法人 日本交通公社 

武雄市・武雄商工会議所・武雄市商工会 

キッズウィークに関するアンケート調査のお願い 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

本調査は、経済産業省「平成 29 年度補正インバウンド型クールジャパンビジネス環境整備事業（キッズウィーク関連調査

事業）」の一環として、同事業の受託機関である公益財団法人日本交通公社が、武雄市のご協力を頂いて実施するものです。 

キッズウィークに対する効果や課題を検証することを目的に、武雄市内で事業を営まれている事業者の皆様を対象として、

キッズウィーク事業に対するご意見などをお伺いいたします。調査は無記名で実施し、頂いた回答は個人または事業所が特定

できないよう、統計的な処理を行います。結果は上記の目的に限って使用いたしますので、ご回答いただいた皆様にご迷惑を

お掛けする事はございません。 

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解のうえ、調査にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

回答について 

・ 回答に要する時間は10分程度です。 

・ インターネット上に回答ページを設置しております。右下のURLまたはQRコードからアクセスいただけます。質問の

内容は、紙の調査票（本紙）と同一です。 

・ 紙の調査票（本紙）と、回答ページのどちらでもご回答いただけますが、ご協力いただける方については、回答ページ

からご回答をいただければ幸いです。 

・ 回答ページから回答いただいた場合、紙の調査票（本紙）の提出は不要です。 

回答期限 

・ 10月25日（木）までに、回答ページでのご回答をお願いいたします。 

紙の調査票で回答された場合は、本紙を期日までに、貴事業所が所属されている商工会議所

または商工会までご提出ください。 

調査に関するお問い合わせ先（調査受託機関） 

・ 公益財団法人 日本交通公社 観光政策研究部 担当：那須、池知 

電話：03-5770-8430 E-mail：kids@jtb.or.jp 

キッズウィークとは 

キッズウィークとは、国において平成 30 年度より始められた、大人と子どもが一緒に過ごす機会を創出することを目的

に、地域単位で学校休業日の分散化、有給休暇取得の促進、休日における多様な活動機会の確保などを官民一体となって推

進する取組です。武雄市では平成30年度から「10月の第2月曜日の前週の金曜日」を学校休業日としました。平成30年

度は10月5日（金）を学校休業日とし、8日（月・祝）までの4日間を「キッズウィーク」としました。 

キッズウィークの効果として、これまで夏休みや冬休みに偏っていた学校休日が分散化されることにより、繁忙期を避け

て家族旅行をする、あるいは平日に地域などでの体験的学習を行うといった、多様な過ごし方が可能になるとともに、保護

者が休暇を取得することで、家族で過ごす時間が増える、働き方・休み方改革が推進される等の効果が見込まれています。

一方で、「子どもが一人で家にいることになるのではないか」といった不安の声や、保護者が休暇を取得できない、兄弟姉

妹の休日が異なるために家族全員で過ごせない等、運用上の課題も指摘されています。 

回答ページ 

 

http://ur0.work/M7eU 
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Ⅴ．キッズウィーク推進シンポジウムの開催 

１．開催の目的 

・ 平成 30 年度に実施した「キッズウィーク関連調査事業」から得られた知見を、全国の

他の地域がキッズウィーク導入を検討する際に参考となる形で取りまとめ、それを報

告・共有する場として開催する。 

・ 同時に、シンポジウムへの参加者に対して、キッズウィーク導入にあたっての現在の障

壁や本シンポジウムで共有された知見のうち参考になった点などをアンケートにて把

握し、今後の施策展開にあたっての参考とする。 

・ まだ認知度の低い「キッズウィーク」について、先行して導入した地域の具体的な事例

を社会に発信することで認知度を高め、今後、導入を後押しする契機として開催する。 

 

２．開催概要 

① 主催 

経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 

 

② 事務局 

企画・全体統括・進行：公益財団法人 日本交通公社 

会場設置・運営：株式会社ＪＴＢコミュニケーション・デザイン 

 

③ 主な対象者 

キッズウィーク導入に関心のある自治体関係者、今年度の調査実施地域関係者（９地

域）、関係省庁（経済産業省、内閣官房、文部科学省、厚生労働省、観光庁） 

 

④ 開催日時・場所 

◆東京会場 

平成 31 年 3 月 6 日（水） 13：30～16：45 

ベルサール八重洲 A ルーム、及び B・C ルーム 

◆大阪会場 

平成 31 年 3 月 15 日（金） 13：30～16：50 

TKP ガーデンシティ大阪・梅田 バンケット 2A、及びカンファレンスルーム 8C 

 

⑤ プログラム構成概要 

 国が推進するキッズウィーク施策の概要や本調査事業の概要・成果を共有するため

の全体会と、キッズウィーク推進主体別に、より深い情報交換を行う分科会の二部構

成で開催する。 

 全体会は、①施策や事業の概要説明、②実施地域＊のキーマンを登壇者とするパネル

ディスカッションで構成する。 
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 分科会は、①行政・教育界主導で進めるキッズウィーク、②民間が参画して進めるキ

ッズウィーク、の二つとする。パネリストとの質疑応答や参加者同士の情報交換を容

易にするために、各分科会は少人数で開催する。 

＊青森県八戸市、群馬県草津町、岐阜県白川村、香川県丸亀市、佐賀県武雄市 

 

⑥ 登壇者･パネリスト（敬称略） 

 全体会 

【関係省庁】 

経済産業省  加藤 誠 商務･サービスグループ クールジャパン政策課 企画官 

内閣官房   小谷 和浩  内閣参事官 

文部科学省  新免 寛啓   

総合教育政策局地域学習推進課 課長補佐（※東京会場のみ） 

厚生労働省  松本 和之  雇用環境・均等局職業生活両立課 課長補佐 

観光庁    永井 一浩  旅行振興参事官（※東京会場のみ） 

観光庁    浮須 俊介  旅行振興参事官付 専門官（※大阪会場のみ） 

 

【キッズウィーク実施地域】 

青森県八戸市 安原 清友   

八戸市役所･八戸ポータルミュージアムはっち館長（※大阪会場のみ） 

岐阜県白川村 水川 和彦  白川郷学園校長 

群馬県草津町 黒岩 智絵子 草津町教育委員・旅館女将 

香川県丸亀市 泉 政博   丸亀市キッズウィーク推進協機会事務局 

佐賀県武雄市 小松 政   武雄市長（※東京会場のみ） 

佐賀県武雄市 朝重 良三  武雄市役所（※大阪会場のみ） 

 

 分科会１：行政・教育界主導で進めるキッズウィーク 

岐阜県白川村 中村 裕幸  白川郷学園副校長 

佐賀県武雄市 朝重 良三  武雄市役所（※東京会場のみ） 

佐賀県武雄市 古川 祐太朗 武雄市役所（※大阪会場のみ） 

 

 分科会２：民間が参画して進めるキッズウィーク 

青森県八戸市 安原 清友   

八戸市役所・八戸ポータルミュージアムはっち館長（※大阪会場のみ） 

群馬県草津町 黒岩 智絵子 草津町教育委員・旅館女将 

香川県丸亀市 泉 政博   丸亀市キッズウィーク推進協機会事務局 
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３．プログラム 

東京会場 
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（当日配布プログラム） 
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大阪会場 
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（当日配布プログラム） 
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４．関係省庁配布資料 

 

 

 経済産業省主催 キッズウィーク関連調査事業成果報告会 

キッズウィーク推進シンポジウム 

 資料 ①（関係省庁提供資料） 

• 「キッズウィーク」の概要について（内閣官房） 

• キッズウィーク関連調査事業について（日本交通公社） 

• 文部科学省におけるキッズウィークに関する取組（文部科学省） 

• 年次有給休暇の取得促進について（厚生労働省） 

• 観光庁における休暇改革及び旅行促進に関する取組（観光庁） 
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「キッズウィーク」の概要について

内閣官房副長官補付（文部科学担当）
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教育再生実行会議 第十次提言、骨太の方針、未来投資戦略
（キッズウィーク関連部分抜粋）

教育再生実行会議 第十次提言（抜粋）
■自己肯定感を高め、自らの手で未来を
切り拓く子供を育む教育の実現に向けた
、学校、家庭、地域の教育力の向上（第
十次提言）

（平成29年6月1日）

１．学校、家庭、地域の役割分担と教育力
の向上について

（２）家庭、地域の教育力の向上〔家庭にお
ける子供と向き合う時間の確保－地域ご
との学校休業日の分散化〕

○ 家庭教育の充実のためには、家族で
の旅行やスポーツ、自然体験活動など
の機会を通じて、大人と子供が触れ合い
ながら充実した時間を過ごすことができ
るようにすることが重要である。

そのため、国、地方公共団体、学校、
産業界等は、地域ごとに学校の夏休み
などの長期休業日の一部を学期中の平
日に移して設定する学校休業日の分散
化の推進や設定した休業日における多
様な活動機会の充実を図るとともに、特
に経済関係の行政機関や産業界の団体
は、連携・協力して学校休業日に合わせ
た保護者の有給休暇の取得を強力に促
進する。

骨太の方針（抜粋）
■経済財政運営と改革の基本方針
2017

（平成29年6月9日閣議決定）

第２章 成長と分配の好循環の拡大と
中長期の発展に向けた重点課題

３．消費の活性化
（２）新しい需要の喚起
② 観光・旅行消費の活性化

大人と子供が向き合う時間を確保す
るため、地域の実情に応じ、教育現場
に混乱が生じないよう対応を検討の
上、2018年度（平成30年度）から地域
ごとに「キッズウィーク」を設定し、学校
休業日の分散化、有給休暇取得の促
進、休日における多様な活動機会の
確保の取組を官民一体として推進す
る。

未来投資戦略（抜粋）
■未来投資戦略2017 -Society 5.0 
の実現に向けた改革-

（平成29年6月9日閣議決定）

第２ 具体的施策

Ⅲ 地域経済好循環システムの構築
３．観光・スポーツ・文化芸術
（２）新たに講ずべき具体的施策
i）観光
③すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に

ケ）休暇改革

・大人と子供が向き合う時間を確保
するため、地域の実情に応じ、教育
現場に混乱が生じないよう対応を検
討の上、来年度から地域ごとに
「キッズウィーク」を新たに設定し、学
校の夏休みなどの長期休業日の一
部を学期中の平日に移して設定す
る学校休業日の分散化や分散化さ
れた学校休業日に合わせた有給休
暇取得の促進、休日における多様
な活動機会の確保を図るとともに、
これらの取組を官民一体となって推
進する。
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議 長 内閣官房長官
構成員 総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、働き方改革担当大臣、

経済産業大臣、国土交通大臣

（有識者）石澤 義文 全国商工会連合会会長
神津 里季生 日本労働組合総連合会会長
榊原 定征 一般社団法人日本経済団体連合会会長
末松 則子 三重県鈴鹿市長
田川 博己 一般社団法人日本旅行業協会会長
田邊 俊治 全国市町村教育委員会連合会会長
中井 敬三 全国都道府県教育委員会連合会会長
東川 勝哉 公益社団法人日本PTA全国協議会会長
牧田 和樹 一般社団法人全国高等学校PTA連合会会長
三村 明夫 日本商工会議所会頭
矢島 洋子 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社政策研究事業本部

共生社会室長 主席研究員

※役職は、平成30年４月現在

大人と子供が向き合い休み方改革を進めるための「キッズウィーク」総合推進会議構成員

5
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「キッズウィーク」に関する取組の進捗状況

■学校教育法施行令の改正
平成29年９月13日に公布・施行、施行通知発出。

■労働時間等設定改善指針の改正
平成29年９月27日に公布、同年10月1日から適用。

■地域における休み方協議会の設置促進等
平成29年度補正予算をもって委託事業「キッズウィーク関連調査事業」を行っており、この事業の中で、3月６日に東京で、３月15日
に大阪で、それぞれシンポジウムを開催。先進的取組を行っている地域の事例をパネルディスカッション等により紹介するとともに、参加する
自治体、商工団体等の意見交換の場を設け、「キッズウィーク」の取組のより一層の推進を図る。

■「キッズウィーク」関連ロゴマークの作成
「キッズウィーク」の取組を活用して家族旅行のさらなる促進を図るため、大人と子供が一緒に楽しめる旅行商品や子供歓迎の宿泊商品
等に利用するロゴマークを作成し、新たな旅行商品・宿泊商品の造成を促進。※ロゴマークの公表は平成31年４月を予定

■「キッズウィーク」関連予算案（約77億円）※平成31年度予算案

①学校休業日の分散化関係：１事業 公立学校施設整備事業費の内数 ※平成30年度補正予算（第１次・第２次）、平成31年度予算案

②保護者など大人が合わせて休める休暇取得改革関係：３事業 計2.7億円
③多様な活動機会の確保関係：８事業 計74.1億円 ※金額にtoto助成は含まず。

■年次有給休暇取得に関する周知啓発
年次有給休暇取得促進期間（10月）において、「キッズウィーク」について周知。公務員についても、「キッズウィーク」に合わせた年次
休暇の取得を促進するため、各府省等、各地方公共団体に対し、周知啓発を実施。

■学校休業日の設定状況の取りまとめ・公表
平成30年４月、平成30年度の各地方公共団体・学校における学校休業日の設定状況を取りまとめ、公表。

■「キッズウィーク」に関する周知
全国の都道府県・市町村の総務部局及び各都道府県の教育・労働・商工部局等に対して、「キッズウィーク」に関する取組について
事務連絡を発出するなどして周知を実施。あわせて、全国知事会、全国市長会、全国町村会、教育委員会・PTA関係団体に対し
て働きかけを実施。

6
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経済産業省

キッズウィーク関連調査事業
について

2019年3月

（業務受託者）
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文部科学省におけるキッズウィークに関する取組

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課
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体験活動推進プロジェクト等の充実 2019年度予算額（案） 32百万円
（前年度予算額 37百万円）

青少年が自信をもって成長し、より良い社会の担い手となるた
めには、自己肯定感をバランスよく育むことが必要である。その
ため、自己肯定感を育むために有効な体験活動について、効果的
な事業を検証する。

（1,287千円×5箇所）

≪実施例≫
○長期宿泊型体験活動
青少年が普段と違う仲間と１週間程度の宿泊をしながら、達
成感や成功体験等を得るとともに、様々な困難や失敗を乗り
超える体験を重ねる取組。

○親子の絆を深める取組
親子が日常とは異なる体験活動を通じて、親子双方への影響
をみる取組。

○全国的な普及啓発事業（委託事業）

家庭や企業、社会教育団体等へ体験活動の理解を求めていくた
めのフォーラムを開催するなど、全国的に普及できる事業を実施
するとともに、関係団体間の連携を促進する。

（青少年の体験活動の必要性発信・・・1,782千円×1箇所）
（青少年の体験活動の推進・・・・・・1,361千円×1箇所）

事例：「豊かな実践活動・体験活動推進フォーラム」
青少年教育施設、学校教育、幼児教育、企業等との連携等、

様々な分野からの実践発表を行い、全国へ普及させていくため
の全国フォーラムを実施。

○教育ＣＳＲシンポジウム（直轄事業）

○ 体験活動の促進は、青少年の健全育成及び人格形成のために必要不可欠なものであるが、青少年の日常生活
において、これまで身近にあった遊びや体験の場、本物にふれるなどの体験活動の機会が減少している。

○ 教育再生実行会議第十次提言において、我が国の子供たちの自己肯定感の低い状況の改善が重要であるとさ
れており、自己肯定感をバランスよく育む様々な体験活動を積極的に推進する。

○青少年の体験活動の推進に関する調査研究 (委託事業)

体験活動の機会を意図的・計画的に創出するため、自然体験・
生活体験の実態調査や自己肯定感の向上についての調査研究を実
施する。

（9,831千円×1箇所）

企業が行っている青少年を対象とした環境学習や自然体験活動
などの実践事例を全国に普及するとともに、優れた取組を行って
いる企業を表彰する。

【2017年度実績】
文部科学大臣賞 2件（大企業 1件・中小企業 1件）
審査委員特別賞 6件（大企業 4件・中小企業 2件）
審査委員奨励賞 15件（大企業 12件・中小企業 3件）

○自己肯定感向上プロジェクト（委託事業）

建て替えになる校舎に、全校
児童で思い出を残す活動

身近な食品を使った実験教室
自然の中で、森や木について
学ぶ活動 12
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○２０１８年度助成金の申請・採択状況

○助成対象となる事業内容

＜ 体 験 活 動 へ の 助 成 ＞ ＜ 読 書 活 動 へ の 助 成 ＞

○趣旨 未来を担う夢をもった子供の健全育成を推進するため、地域の民間団体が行う様々な体験活動や読書活動への助成を実施

子どもゆめ基金事業

（独立行政法人国立青少年教育振興機構）

① 子どもの体験活動の振興を図る活動に対する助成

ア 子どもを対象とする体験活動

・ 自然観察、キャンプなどの自然体験活動

・ 文化・芸術、スポーツ等を通じ交流を目的とする体験活動

・ 清掃活動、高齢者介護体験などの社会奉仕体験活動 など

イ 子どもの体験活動の支援する活動

・ 子どもの体験活動の指導者養成 など

※ 単なるスポーツ大会等の競技会のような活動や、特定のチームの

メンバー又は団体構成員を対象とした活動や、上位大会出場を目指

した技術向上のための活動は助成対象外

② 子どもの読書活動の振興を図る活動に対する助成

③ 子ども向けソフト教材を開発・普及するフォーラムの開催

○助成対象団体
社団法人や財団法人、ＮＰＯ法人など青少年教育に関する事業を

行う民間団体

○活動規模別等の助成額

活動時期 申請・交付決定スケジュール

〈一次募集〉
2019年4月1日
～2020年3月31日

① 郵送申請：2018年10月1日～11月13日
② 電子申請：2018年10月1日～11月27日
③ 交付決定：2019年4月初旬（予定）

〈二次募集〉
2019年10月1日
～2020年3月31日

① 郵送申請：2019年5月1日～6月 4日
② 電子申請：2019年5月1日～6月18日
③ 交付決定：2019年8月初旬（予定）

○募集スケジュール（２０１９年度）

活動分野 申請件数 採択件数 交付決定額

合計 6,528件 4,472件 15.7億円

うち、体験活動 5,774件 3,976件 13.7億円

うち、読書活動 708件 487件 1.5億円

活動規模 参加者を募集する範囲
標準額

（目安）

全国規模 ２４都道府県以上で募集 ３００万円

都道府県規模 都道府県全域又は複数都道府県にて募集 １００万円

市区町村規模 市区町村単位又は複数市区町村にて募集 ５０万円
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年次有給休暇の取得促進について

Ministry of Health, Labour and Welfare

平成31年３月6日
厚 生 労 働 省
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事 務 連 絡 

平成３１年１月１８日 

 

 

各都道府県「キッズウィーク」事務関係課 御中 

 

 

厚生労働省雇用環境・均等局 

職業生活両立課長 

 

 

「キッズウィーク」に係る都道府県・市区町村の取組の「働き方・休み方改善ポータル

サイト」等への掲載について（依頼） 

 

厚生労働行政の運営につきまして、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

 さて、政府では「キッズウィーク」を推進しており、学校の夏休みなどの長期休業日

を地域ごとに分散すること等により、大人と子どもが一緒に休日を過ごす機会をつくろ

うとする取組を応援しています。 

こうした取組をより多くの地域に広げていただくために、各地域でのキッズウィーク

の取組を「働き方・休み方改善ポータルサイト」（参考参照）、厚生労働省ホームページ

等に掲載し、横展開等を図っていくことにしました。 

つきましては、皆様の地域におけるキッズウィークの取組内容等について、御報告い

ただき、順次、掲載させていただきたいと考えております。また、あらかじめ御希望を

いただいた市区町村等の中から 25自治体程度について、平成 31年度の周知用ポスター

やリーフレットの作成に協力することを検討しています。詳細につきましては、別添の

リーフレットを御覧ください。 

都道府県の皆様におかれましては、①都道府県における取組記載の御検討をいただく

とともに、②本事務連絡の各市区町村への御連絡をお願いいたします。 

なお、市区町村の取組を都道府県で取りまとめていただく必要はなく、各市区町村か

ら、直接、厚生労働省の担当者等に御連絡をいただければと考えておりますので、その

旨申し添えます。 

【連絡先】 

厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課 松本・梅村 

メール：kids-week@mhlw.go.jp  

電 話：03-5253-1111（内線 7915・7864） 
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キッズウィークに係る都道府県・市区町村の取組を
働き方・休み方改善ポータルサイト等に掲載しませんか？

「キッズウィーク」の取組とは、学校の夏休みなどの長期休業日を地域ごとに
分散すること等により、大人と子どもが一緒に休日を過ごす機会をつくろうとす
るもので、平成30年度からスタートしています。
あなたの都道府県、市区町村のキッズウィークの取組を働き方・休み方改善

ポータルサイト（以下「ポータルサイト」という）等に掲載し、周知しませんか。

＜掲載することのメリット＞
・ 取り組んでいるキッズウィークの活動をＰＲできること
・ 掲載いただいた市区町村等の中から、厚生労働省が平成31年度の周知用
ポスターやリーフレットの作成を協力すること（25自治体程度を想定）。

＜ポータルサイト等の掲載例＞

＜周知用ポスター等の作成協力を希望する自治体さま＞
自治体の選定は受付順とさせてもらいます。下記の厚生労働省担当者に、掲載

内容となる「都道府県名」「市区町村名」および「取組内容」の案文と「連絡先
（担当者）」をメールにて送信ください。
なお、作成協力を行う自治体の決定は、平成31年度予算成立後になるとともに、

キッズウィークの取組が４・５月の場合など、ポスター等の作成協力が出来ない
場合があります（要相談）。

＜ポータルサイト等への掲載のみを希望する自治体さま＞
案文を元に調整し順次掲載していきますので、下記の厚生労働省担当者に、掲

載内容となる「都道府県名」「市区町村名」および「取組内容」の案文と「連絡
先（担当者）」をメールにて送信ください。

都道府県名 市区町村名 取組内容

〇〇県 △△市 △△市では、平成30年度は、小・中学校の夏休みを１日短縮し、〇月
〇日（〇）を学校休業日として、〇月〇日から〇日までの４連休としま
した。市内の企業には、商工会議所等を通じて、有給休暇の取得促進を
呼びかけたほか、保護者が会社を休めない子供に対応するため、放課後
児童クラブの朝からの開設や公民館などでの子供教室の開催なども呼び
かけました。その結果、・・・・・することができました。
また、平成31年度に向けては、・・・していきます（・・・する予定

です）。

・・県 ・・町 ・・・・・・・。

＜厚生労働省担当者＞
雇用環境・均等局職業生活両立課 松本・梅村
メールアドレス：ｋｉｄｓ－ｗｅｅｋ＠ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ
電話番号：（代表番号）０３－５２５３－１１１１（内線7915・7864）

厚生労働省 （平成31年1月作成）

（別添）
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観光庁における
休暇改革及び旅行促進に関する取組

平成３１年３月
旅行振興担当参事官
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「明日の日本を支える観光ビジョン」における「休暇改革」

● 2020年までに年次有給休暇の取得率を70％に向上させることや休暇取得の分散化を通じて、
休暇の利用による観光の促進を図るため、以下の取組を実施。

◇ 5日間の年次有給休暇付与を使用者に義務付け（労働基準法の改正）
◇ 10月の年次有給休暇取得促進期間に加え、夏季、年末年始、ゴールデンウィークなどの
連続休暇を取得しやすい時季に年次有給休暇取得の集中的な広報

◇ 地域において、関係労使、自治体、NPO等が協議会を設置し、地域のイベント等に合わせた
計画的な年次有給休暇取得を企業、住民等に働きかけ、地域の休暇取得促進の機運を醸成

働き方・休み方改革を推進し、年次有給休暇の取得を一層促進

◇ 分散化などの学校休業日の柔軟な設定における工夫事例を周知するとともに、経済界と
連携し、子供の休みに合わせて年次有給休暇取得3日増を目指す

◇ 休暇取得の分散化のため産業界に対し奨励を行うとともに、経済的インセンティブ付与の
仕組みの導入を目指す。このため、2016年度中に、休暇分散の地域への経済効果、
海外事例等の調査を実施

◇ 国家公務員についても、学校休業日に合わせた年次休暇取得を促進

家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得の分散化による観光需要の平準化

明日の日本を支える観光ビジョン（平成28年３月。明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）より抜粋 1
538





「ポジティブ・オフ」賛同企業・団体数の推移等
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★ 「ポジティブ・オフ」公式ウェブサイト
www.mlit.go.jp/kankocho/positive-off/

★ 「ポジティブ・オフ」Facebookページ
www.facebook.com/positiveoff

⇒２０１９年２月２８日現在 ８２８社・団体

賛同企業各社様の事例が掲載されています。

建設、製造、情報通信、運輸、小売、金融、保険、不動産、旅行、宿泊、飲食、医療等
幅広い業界の主要企業をはじめ、多くの企業・団体から賛同
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５．各地域の取組紹介資料 

  

経済産業省主催 キッズウィーク関連調査事業成果報告会 

キッズウィーク推進シンポジウム 

 資料② （各地域の取組紹介） 

• 青森県八戸市 

• 岐阜県白川村 

• 香川県丸亀市 

• 佐賀県武雄市 

• 群馬県草津町 
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◆参加者アンケートの集計結果 

東京会場では、QR コード経由でのみ回答可能としたこともあり、集計に足る回答

数を得ることが出来なかった。大阪会場では QR コードに加えて紙の調査票も配付

し、一定の回答数を得ることが出来たため、その集計結果を以下に示す。 

有効回答数：12、回収率：80％ 

 

１．勤務先（n=12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他回答：地方官庁、大学生 

 

２．今回のシンポジウムの情報源（n=12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他回答：教育委員会からの案内 
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３．参加理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他回答：・勤務する学校がキッズウィークを導入しているから 

・所属する自治体では既にキッズウィークを導入しており、他の自治体の取組事例が知

りたいと思ったから 

・勤務する学校の校長・副校長が発表を行う。来年のキッズウィークに向けて、他の地域

がどのように実施しているのか参考にしたかった 

 

４．シンポジウム参加以前よりキッズウィークを知っていたか 
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５．個別項目の感想 

・国の推進するキッズウィーク施策について理解が深まった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地方自治体がキッズウィーク事業を行う意義や効果について理解が深まった 
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・地方自治体がキッズウィーク事業を行う際の課題や障壁について理解が深まった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・キッズウィークの導入や推進にあたって、構築するべき実施体制が理解できた 
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・キッズウィークの導入や推進にあたって教育界に期待される役割が理解できた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・キッズウィークの導入や推進にあたって産業界に期待される役割が理解できた 
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・キッズウィークの導入や推進にあたって地域社会に期待される役割が理解できた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自分の住む自治体で将来キッズウィークが導入された際の具体的なイメージが湧いた 
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６．シンポジウムの総合評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．感想・意見 

 

 

働く保護者が有休を取りやすくなることが、子どもにとって一番幸せなキッズウィークになる
と思います。すべての人が有休を取りやすくなることを願っています。

他地域の取り組みの実状や課題を詳しく知ることができた。アンケートで実際の数値を出して
もらえたので、わかりやすかった。悩みながら、迷いながらの一年目だったが、その地域に
合ったものをということで、自分たちの形に合ったものになるよう考えていきたい。

休みの取りやすい環境がやはり必要。親の意識も大切。

宿泊業者として、キッズウィークを動機付けとしては期待できる一方、スタッフのキッズ
ウィーク利用促進がトレードオフのような気がする。広域での取り組みが必要で、交互に活用
されることが望まれる。

キッズウィークを運営・設置する側の家庭や独身者がないがしろにされがちに思える。特にコ
ミュニティの形成が希薄な都市部で一律的な実施は困難。「対象外」となってしまった家庭の
子どもが他の日に休みを取り、その分をフォローするような教育システムが必要。

すべての保護者の職業に合わせることは絶対に無理がある。Betterな部分で実施することが必
要→とにかくやってみて、地域や社会全体がキッズウィークが当たり前になるといい。
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７．シンポジウム議事録 

 

キッズウィーク推進シンポジウム 東京会場 

全体会 パネルディスカッション 

 

日時：平成31年3月6日（水）14:00～15:40 

場所：ベルサール八重洲 B・Cルーム 

パネリスト    岐阜県白川村 水川 和彦（白川郷学園校長） 

         香川県丸亀市 泉 政博（丸亀市キッズウィーク推進協機会事務局） 

         群馬県草津町 黒岩 智絵子（草津町教育委員・旅館女将） 

         佐賀県武雄市 小松 政（武雄市長） 

ファシリテーター 岩崎 比奈子（(公財)日本交通公社 主任研究員） 

※パネリスト・ファシリテーターは敬称略 

 

岩崎 

本日は、キッズウィーク関連調査事業の9つの地域の中から4地域の方にお越しいただいており

ます。9 つの地域それぞれで成果があったわけですが、特に今日お越しいただきました地域の成果

については、ぜひこれを全国の皆さまと共有したいということで、お声がけさせていただきました。 

「キッズウィーク」という、導入した地域がまだ少ない、まだあまり知られていない制度は、イ

メージすることが非常に難しい。合意形成を進めようとしても、市民の方、保護者の方にわかって

いただくのが難しい。そういったことを苦労されているのではないかと思いますので、具体的なお

話を聞いてまいりたいと思います。 

 

プレゼンテーション①：岐阜県白川村 

水川 

岐阜県の世界遺産・合掌造の白川郷からまいりました白川郷学園校長の水川でございます。 

私どもは、簡単にいうと、教育関係者、学校、それからうちはコミュニティ・スクールですので、

学校運営協議会、それから白川村教育委員会が主体となって、地域のどぶろく祭というお祭りの期

間をキッズウィークにして、子どもたちに深くふるさと白川村について学ばせると。こういう役割

をもたせたキッズウィークの取り組みを実践しました。 

私ども白川村は、岐阜県の北西部でございまして、合掌造りで有名なところでございます。雪が

たくさん降る場所で、昨年度はグラウンドの一番上まで全部隠れました。今年は 4 分の 1 ほどで、

1ヶ月早い春になっております。1,600人の村に180万人の観光客が来ます。 

そういう中に、平成 29 年の 4 月に義務教育学校、完全な小中一貫校でございますが、116 名の

児童生徒で開校しましたので、その学校で社会に開かれた教育課程をどうやって実践するかという

考え方の中で、キッズウィークを利用したと、そういう形になっています。 

どぶろく祭は、例年 9 月の末から 10 月にかけて、村内には大きな神社が 5 つあるのですが、そ

の祭が2日間ずつあって、そのとき子どもたちは学校を休むのです。5地区に分かれて休むので、

その間授業が進まないという悩みを以前から持っていました。この悩みに対して、逆にこれはチャ

ンスだと私は考えました。つまり、子どもたちは村の祭で役割をもらって、一所懸命地域の獅子舞

や色々な踊りをやります。それを期待して、親子でたっぷり、親は子に、子どもは地域からたっぷ
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り村の勉強をする、この祭の期間を、そのような深くふるさとを学ぶ時間にしたいという考え方で

す。この写真に写っているのも、もちろんうちの学校の子どもたちですが、こういう形でふるさと

白川郷の自然、歴史、伝統文化、特に文化をきちんと学ぶ時期にしたいと考えています。 

具体的には、期間は9月23日から26日と10月14日から21日が祭の大きな期間でございます

ので、この期間を全部たっぷりやろうと。特に自分の地域の祭、2 日間についてはどっぷりと地域

の役割を担う。あと、他の地域の祭の期間は、その祭を見に行ったり、ふるさとについて考えたり、

まとめたりというようにやろうと考えました。当然、学校管理規則がありますので、管理規則を変

えて、学校全体のデザインを変えたということでございます。夏休み、長期休業日を短縮したり、

その前の土曜日に振り替えで授業したりして、授業日数は一切減っておりません。 

推進主体は3つです。地域でどのように周知するかというのは大変難しい問題なので、うちはコ

ミュニティ・スクールの仕組みを活かしながら、運営協議会が主体となって各地区の区長、神社の

氏子総代、青年会、女性会、行政関係者、学校運営協議会メンバー、学園教職員が一堂に会しまし

た。ここに村長と役場の課長が集まれば村の運営機能は全部集まります。こういう形で周知を7月

に行いました。この他、それに関わる通信等を4回ほど出して周知を実施した次第です。 

取り組み内容については、Q&A 集を 4 回、学級懇談、新聞・テレビ、村報等、関係団体との連

携を、こういった形でずっとやっていきました。 

実際、子どもたちは、期間中に何をするかということですが、子どもたち自身でキッズウィーク

の期間、村の何を勉強するのだという計画表を立てました。小学校の1年生から中学校の3年生ま

で、最後の発信まで一連の活動を、計画表を作って動いていったということでございます。 

具体的には、こういう形です。深く勉強したことを、絵、作文、俳句、短歌、PRポスター、それ

からうちは iPad を一人 1 台持っていますので、それで動画を作ったり、プレゼンテーションを作

ったりという形で行いました。 

こういう形でやってみましたところ、学校としては学校を休むことに対しての不安感、授業の進

度についての不安は一切なくなりました。子どもたちも徹底的に役割をもらって、村の一員として

地域についての勉強もできました。これもOKです。ただやはり、自分の地域以外の祭については

保護者の方に周知不足というよりは、休みに対しての、有給取得に対しての考え方はやはり旧来の

ものがあるので、やはり忙しいと、夏休み・冬休み以外は学校に集めたいという親の本音が出て来

たことは課題かなと思っています。ただ、新しい学習指導要領に基づく、社会に開かれた教育課程

の運用という面では、独特のデザインができたと思っています。 

 

岩崎 

子どもに対する事前の課題設定から最後の成果報告まで、非常に参考になったと思います。また

地域で支える体制も充実していた、というのが白川村でした。 

 

プレゼンテーション②：香川県丸亀市 

泉 

丸亀市は日本一面積の小さい香川県の中西部にありまして、北を瀬戸内海、南は讃岐山脈に挟ま

れた、人口約11万人の城下町です。江戸時代にはこんぴら参詣の港町として大いに賑わいまして、

物産の集散地としても栄えてきました。昭和 40 年代からは海岸部に塩田がございましたが、廃止

になりまして、埋めて造船により企業誘致を図り、今は工業都市に移行しています。市街地の南部

に行きますと、まだまだ田園や日本一多いため池がたくさんある空間が残っております。丸亀市の

市街地には、築城 400 年になります、現存 12 木造天守のひとつ、丸亀城がそびえております。扇
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の勾配と呼ばれる美しい勾配を持った石垣が特に有名で、市民の心象風景として親しまれています。 

まず、キッズウィークの取り組みの背景ですが、平成 29 年 7 月に国がキッズウィークを導入し

た後、市や商工会議所に対して、国の関係省庁や日本商工会議所からも働きかけがありました。9月

でしたか、学校教育法の施行例が一部改正になりました。これは本気だなと思いまして、これを受

けまして、商工会議所と市の産業振興課、この両者は車の両輪のように地域社会の発展に努力して

おりますが、ここと教育委員会、そして私が市の職員だったこともあるのですが、部長をしている

者が私の後輩ということで、話し合いを続けて可能性を探っておりました。なぜかといいますと、

未来の丸亀市を担う子どもたちが新たに作り出した休業日を有意義に活用することによって、親子

のふれあいとか、地域の方と豊かな休日を過ごすことが、今家庭教育にとって大変必要であると。

また、地域社会とのつながりを深めていくことも大変必要であると感じたからです。 

その後、商工会議所が中心となり、市の関係各課を含めた事前協議会を立ち上げまして、何回も

会議を重ねた結果、平成 29 年 12 月にキッズウィーク導入について、全国に先駆け、行政、企業、

地域団体、地域コミュニティ（自治会）、経済団体で組織します推進協議会を立ち上げました（予算

は、市から 50 万円、商工会議所から 50 万円）。この中で最も私たちが留意したことが、この取り

組みを一過性の事業にするのでなく、市の重要な施策として位置付けることが肝要と思いまして、

たまたま市の上位計画である「第2次総合計画」が作成中だったので、この総合計画に入れてもら

ったことです。これは例えば、地方の場合は市長が変わると政策が大幅に変わることがありますの

で、この事業を継続していくことを義務付けることが大切と思って全力を挙げて取り組みました。 

キッズウィークの期間と対象者については、丸亀市は非常に暑いところで、すでに 10 年近く前

に体育館を除く全教室の冷房化を終えております。それから学校給食も民間委託化が進んでおりま

して、夏休みの1週間でなくてもまともな授業、いわゆる6時間授業ができるということもありま

したので私はそれを押したのですが、やはり学校は学校側の色々な事情もありますので、そこはな

かなかうまくいきませんでした。教育委員会の方から、学校行事の振替日を使って、他の時期の土

曜・日曜、国民の祝日と組み合わせて、3連休から5連休のキッズウィークを作ったらどうかとし

ました。ですから、学校の管理に関する規則の改正は現在のところはやっておりません。 

具体的な取り組み内容ですが、これがそのときに市内全域に配った3万枚のチラシです。学校が

全部キッズウィークの期間が違いますので、当初これを表に出せませんでした、保護者に怒られま

したが。ですから、これと同じデザインで下に学校ごとにキッズウィークは何月何日にする、とい

うのを全部作って配るという煩雑なことをやりました。保護者へのキッズウィークの周知はまずま

ず徹底できたのではないかと思っております。 

次に具体的な取り組み内容としましては、キッズウィークを市全体としてやること、学校で取り

組むことを主体的に行いましたので、武雄市のようにたくさんのイベントをやったということはな

いのですが、中核となったのは、商工会議所と丸亀市です。パンフレットには色々な顔を入れてい

ますが、これは将来的に子どもたちにイベントを作るために、そのときから入れるのでなく、最初

から色々な顔を入れて、入っていただいて、キッズウィークが事業として認識されていない時から、

こういう顔を入れております。 

それから、白川村からもありましたが、キッズウィークの成否は子どもに合わせて大人が休暇を

取得できることが大きな鍵を握っています。生産年齢人口が減少、慢性的な人手不足が大きな課題

となっております。年休取得によって従業員の休みが増えれば今後の企業経営に大きな影響を与え

るといった、残念ながらキッズウィークの実施にはまだまだ否定的な声があります。先ほど厚生労

働省の方がおっしゃっていましたが、労働基準法の改正は非常にキッズウィークにとって追い風に

なると私は感じております。 
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試行事業としましては、キッズウィークの期間中に、7 つの小学校を対象に郷土の究極のものづ

くりを学ぶことを目的に、600mの長さの新造ドックを持った造船会社が1社あり、そこで現在、

長さ400mの2万個積みコンテナ船を建造しておりますが、この造船所の見学会を開催しましたと

ころ、平日にもかかわらず120名の親子が参加してくれました。特にこの事業は今後の子どもたち

向けのイベント事例として多いに参考になりましたし、郷土のものづくりを学ぶという基本的なと

ころで、子どもたちにも刺激になったと思います。もうひとつ、親がどうしても休めない子がいま

す。その子たちに対しては、事務局で職員を多めに配置して対処しております。 

今年度の成果としては、１校を除き、これは台風で中止になったのですが、参加していただけま

した。また保育所の子どもについては、今回のキッズウィークは学校が平日でも保育所の子どもに

とっては変わりないので、親が休めないと休めないのですが、親がもし休めるときは子どもも休ん

で共に過ごしてくださいというお願い状を全員にお配りしました。 

最後に、キッズウィークのアンケートですが、「キッズウィークを知っていた」と答えた回答者は

約58%、2人に1人ちょっとです。今後の実施に対する賛同についての五段階評価としては、最も

多かったのは「どちらでもない」が36%、「そう思う」と「非常にそう思う」の合計も36％、肯定

的な評価が否定的な評価をわずかに上回ったぐらいかと思います。「子どもと一緒に過ごせたか」の

問いには「過ごせた」と答えた保護者が約半数以上の58%、そのうち「勤務のない日だった」とい

う回答者もありましたが、「年休を取得できた」のは28％と4分の1程度でした。一方で「子ども

とともに過ごせなかった」回答者は約42％で、そのうち勤務シフトや業務の忙しさとか、勤務先が

病院であると思われる方が 3～4 人おられました。年休取得に関する就労環境の改善と経営者と勤

労者を含めて休みに対する意識改革の必要性があると思います。 

 

岩崎 

キッズウィークとして平日に休むことのメリットとしては、造船所のように平日稼働している現

場を親子で見に行って、「このまちにはこういった素晴らしい造船所があるのね」ということを共有

できたということが大きな成果だと思いますし、何より泉さんご本人はあまりおっしゃいませんで

したけれど、市役所の OBである泉さんが総合計画にキッズウィークを入れ込むとか、将来幹部に

なる現在の課長クラスを協議会の中に巻き込む等々、そのように推進体制を作っているところが非

常に印象に残っております。 

 

プレゼンテーション③：佐賀県武雄市 

小松 

佐賀県武雄市は佐賀県西部にありまして、人口が約5万人です。温泉、焼き物が有名な街で、隣

には有田焼で有名な有田町、伊万里焼がある伊万里市がありまして、3 年後に九州新幹線の西九州

ルートが暫定開業するという大きなイベントを控えております。小中学生、1学年が450名くらい。

我々の小中学校は2学期制を採用しているのがひとつ特徴です。 

そもそもなぜキッズウィークに取り組むことにしたかということなのですが、私が常に申し上げ

ておりますのは、まちづくりは人づくり。人づくりは教育だということで、教育を地方創生の最重

要項目として、教育による地方創生を常にお話しています。教育というと色々あるのですが、例え

ば私も全国の子どもの貧困対策の首長連合の会長をさせていただいているのですが、例えば子ども

の貧困対策ですとか、発達障害児の支援、あとは幼児、医療的ケア児の支援といったところに力を

入れています。そうすることで教育といっても、普通の子とこれまで思われていた子だけでなくて、

全ての子どもがこの武雄市であればどんな環境、境遇であってもしっかりと育てられるという、山
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でいうと裾野を広げるというようなところに力を入れてきました。合わせて、ワンランク上の教育

ということで、山でいうと山を高くする。裾野を広げれば山も高くなりますし、さらに山も高くし

ていくということで、教育、子育て環境をとにかく充実させていくことに力を入れています。 

教育でいうと、例えば4,500人の小中学生がいますけれども、一人1台タブレットを持って ICT

教育を進めていますし、プログラミング教育も実施してから5年目に入っております。子どもたち

も小学校1年生がプログラムを組んでインベーダーゲームを作ったりということを5年前からやっ

ていますし、一昨年できた武雄市こども図書館、これは子ども向けの図書館ですが、とにかく、教

育環境、子育て環境を充実しようという背景が武雄市にはございます。 

そういう中でキッズウィークをどう位置付けるのか、といったときに、私たちは教育の側面から

位置づけをしました。先ほど内閣官房の方からお話がありましたけれども、まさに教育再生実行会

議の第十次提言の家庭教育、この部分からの切り口で、私たちはキッズウィークをまず捉えて、そ

してそのあと当然働き方、地域とのつながりというところにつなげていったということで、入り口

は家庭教育、地域教育から入ったというわけです。 

この画像はこども図書館です。市の人口が4万9,000人くらいなのですが、こども図書館には1

年間で 33 万人の方に来場いただいております。中はこんな感じで土日は常に、九州・佐賀の地方

都市にしては賑わいがあります。周辺自治体からもたくさん来ていただいております。図書館です

が、キッザニア的に地元の美容室の理容師さんが子どもにヘアカットを教えたり、講座があったり、

砂場があったり、コンサートやったり、図書館という枠を越えて、市の拠点ということで子どもの

学びをとにかく色々やっていこうとしています。これは競輪場公園で、子ども向けのBMXコース

を北部九州で初めて作りました。福岡市からもたくさん来ていただいています。なぜBMXかとい

うと、武雄市にBMXの世界的な選手がいる、そういう土地柄を伸ばそうというところです。 

キッズウィークは、2学期制の合間のお休みがだいだい3日間だったのですが、そこを1日増や

して4日間にして、１学期と2学期の間の気持ちの切替え日として設定したということです。 

具体的な取り組み内容ですが、どうしても各省庁から自治体へ、例えば当市ですと厚生労働省の

話は福祉部に下りて、経済産業省の話は商工部に下りるといったことで、どうしてもそれぞれがど

こを主体にやるのかというのが、自治体においては、なかなか自分が主体的にやるとはなりにくい。

先ほどのお話ではまさに白川村では学校がすごいリーダーシップをもってされたとか、丸亀市では

商工会議所であるとか。そこで、トップダウンでまずはやってみようということで、企画部の企画

政策課を中心に9つの部署が横断的にやるという体制にしました。あとは総合教育会議で、市長が

教育委員会でやりとりしています。我々も年に1回ではなく、多い時は月1回、少なくとも3ヶ月

に1回は総合教育会議をやっていますので、そういう意味で連携の素地がもともとあった。こうい

う体制で進めました。 

取り組みとしては、新しいことはしません。あるものを活かして、ないものを作るというのを基

本方針にしていますので、既にあるこども図書館の記念イベントに合わせる。あとは職場体験、ま

さに丸亀市のドックのお話と一緒で平日ですから稼働していますので、そういう職場体験を使うと

か、あとは割引ですね、すでにある事業者のイベント等を少し割り引いてもらうとか、そういった

あるものを活かして組み合わせるということを基本にまずやってみました。 

こういうチラシがございまして、かなり人気ですぐに締め切りになったので、これはまた今後の

課題というところであるかもしれないのですが、40 名という定員をもっと増やした方がいいのか

なと思いました。こうやって消防署での職場体験をしたり、市役所に体験しにたくさん来てもらい

ました。市内スケートボードが有名でして、2020年オリンピックでも種目になりますけれども、そ

ういった若い、あまり行政に参画したことがないような人たちとも、私がたまたま交流があったの
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で、ぜひ協力して、ということでやってもらったりしました。地元には800年以上の長い歴史があ

る流鏑馬があります。そういった伝統芸能を体験してもらうとか。 

私も休まないと…ということで、ちゃんと休みました。こうやって公園で走ったり、ボートに乗

ったり、職場体験を家族でしたりとか。私自身も率先してその姿を見せるようにしました。大事な

のがここです。私も言われました色々と。「市長、いい取り組みかもしれないけど、自分たちのとこ

ろは共働きだし、今人手不足で休めない」といったことなど。 

そこで、まずは最低限のセーフティネットということで、放課後児童クラブを開所しました。あ

と文部科学省の事業で放課後こども教室というのがあって、各地域の皆さんが主体になって色々な

子どもたちの学びの場を作っているのですけれど、武雄市は9つの町があり、8町の公民館で開催

していただきました。地域の皆さんが、親がどうしても休めない、そういった子どもたちを対象に、

さみしい思いをさせないように、こういった教室をやって皆で遊ぶということもやりました。 

これは卓球バレーですね。障害者でもできるユニバーサルスポーツですね。こういったチラシを

作って、まずは知ってもらうということであらゆる方面に周知を図ったところです。佐賀県では初

めて、たぶん九州でも初めて、2 ヶ所くらいしかキッズウィークをやっていなかったと思うのです

けれども、佐賀新聞でも取り上げられたというところです。 

最後に、今年度の成果ということで、イベントには約1,000人の方に参加いただきました。保護

者向けアンケート、期間中の有給休暇の取得率、31%ということで、これを高いとみるか、低いと

みるかですけれども、我々からすると思っていたより高かった。初年度にしては。休みを取った保

護者のうち子どもと過ごしたのが9割ということで、休みが取れればしっかりと効果が上がるとい

うことがわかりました。事業者向けアンケートでは、キッズウィークを知った企業のうち、肯定的

な評価をした割合が 53%ということで、この数字も、なかなか企業への周知が行き届かない中で、

まずは初年度として評価していただいたなと思っております。 

 

岩崎 

武雄市の取り組みには学びのポイントが非常に多いのですが、今あるものを再編してキッズウィ

ーク期間中にそれらを打ち出していくところから始めたという点が、他の地域の方にも参考になる

と思いますし、なにより行政が主導していくときに、どのような体制づくりを進めるべきかという

ことも参考になったと思います。 

最後に、群馬県草津町からです。これまでの3つの地域では、今年度、実際にキッズウィークを

実施しましたが、草津町については現在、導入を検討しています。 

 

プレゼンテーション④：群馬県草津町 

黒岩 

これまでの3つの地域は皆、本当に素晴らしい活動をされていて、非常に勉強になりました。草

津町は、まだ何もしておりませんが、今年度、経済産業省をはじめ関係機関の皆様に様々なご支援

をいただき、草津でキッズウィークを本当に導入できるのかというところを探りました。結果とし

て非常に有意義なアンケート調査を行うことができたと思っています。 

草津町では以前より観光のまち草津に合った休日が求められていました。今回のアンケート調査

の結果は草津町にとって、非常に意義があるものとなりました。「キッズウィーク」という休日の設

定が教育関係者や保護者に広く周知されただけではなくて、町民の方たちにも知れ渡ることになり

ました。協議会がまだないのですが、保護者、教育関係者、商工会や旅館経営者が一堂に集まって

議論する機会も大変増えました。結論から申し上げますと、キッズウィークを草津町こそ推進して
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いくべきだと今考えております。 

草津は古くから第1、第2次産業が栄えることのなかった町で、就業者の9割以上が第3次産業

に従事しています。その中でも宿泊業、飲食・サービス業がその半数50%ほどになっておりまして、

本当に観光産業に特化した、特徴ある構造となっています。毎年300万人のお客様が訪れる活気あ

る温泉地なのですが、近年は人口の減少、少子高齢化、ひとり親世帯の比率の高さ、人手不足等の

問題が顕著なことも事実です。 

 2040年、今から20年後の予測として草津町の人口は4,000人ぐらいにまで減ると推測されてい

ます。その4,000人のうち半数、人口の半数が65歳以上になるだろうと予測されております。 

今回のアンケートの対象者は大きく3つのグループに分けられます。子どもたちへのアンケート

は小学校4年生から中学3年生までの全員に対し、帰りの会に教室で実施しました。保護者へのア

ンケートは幼保連携型認定こども園、小学校中学校に通う子どもの全家庭、子どもに持ち帰っても

らう形で配布しました。事業者へのアンケートは商工会と旅館組合の会員の皆さんに郵送しました。

草津町にはこども園、小学校、中学校がそれぞれ1校ずつしかありませんが、幼保、小中が連携し

やすい町です。各学年20人から40人、ひとクラスか2クラスです。親の職業はやはり旅館、飲食

店、商店が大半を占めていることがわかります。お母さんに答えていただいた家庭が多く、年齢は

40 代の方、子どもの数は 2 人や 3 人が多くなっています。保護者の方たちは共働きが断然多く、

ひとり親世帯の方も皆さん働いています。アンケートに答えていただいた事業者の経営形態は多く

が従業員 9 人以下の家族経営となっています。「一緒に休日を過ごしていますか」という問いに対

し、「はい」と答えたのは保護者の半数。これに対して子どもたちは 3 分の 1 でした。普段子ども

たちがどんな休日を過ごしているのかアンケートの中に書いてもらいました。ゲーム、勉強、部活

動、友だちと遊ぶといったことが多く、「お家の人と何かをする」と書いた子は少なかったと思いま

す。 

「どうして休日を一緒に過ごせないのですか」という問いに保護者の方たちからたくさん事情を

書いていただきました。「仕事、仕事、仕事…」。「子どもの休日こそ稼ぎどき」「観光地だから宿泊

業なのだから仕方ない」、どうにもならない悲痛な想いが訴えられていました。でも、親ももちろん

子どもと休日を一緒に過ごしたいのです。学校行事にもきちんと参加しています。今後、キッズウ

ィークを推進していく中でさまざまな課題や問題が出てくると思います。けれども子どもたちの率

直な想いを大切にしながら、休日のあり方を探っていくのがはじめの一歩かと思います。 

「キッズウィークを草津町で実施するとしたらいつがいいですか」という問いに対して、保護者

と従業者の回答を比較してみました。「火曜日、水曜日」が両者とも多くなっています。月別では「6

月」が第1位に輝きました。キッズウィークを実施するとしたら「6月の火曜日、水曜日」という

目標がはっきりとしてきました。保護者の多くの方からキッズウィークへの賛成の意思をいただき

ました。たくさん書いていただいた自由記述の中で「こんな制度をぜひ希望します」「本当に実現し

たらありがたい」といった、こちらが嬉しくなる応援の言葉が多く見られました。概ね事業者の方

たちからも賛同いただきました。働き方改革、人材確保、自社のイメージアップ等、保護者の皆さ

んがキッズウィーク実施に一番大きな障害となるのは職場の理解だと感じているのに対し、事業者

の皆さんももちろん分かっているのです。子育て世代には観光サービス業での労働がどれほど大変

なことか。この保護者と事業者が一体となって議論していったら、草津の今まで当たり前とされて

いたことへの大きな変革になると思います。 

 「歩み入る者にやすらぎを、去りゆく人にしあわせを」。観光業1本で支えられている草津温泉、

草津町の町民憲章です。子どもからお年寄りまで誰もが知っていて、誇りにしている言葉です。草

津温泉はお客様を大切にしています。けれども草津町はもっともっと町民も大切にしなければいけ
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ません。そこで一句思いつきました。「親たちにやすらぎを、子どもたちにしあわせを」。子どもた

ちへのアンケートの最後の項目で今までで一番楽しかったお休みの思い出を書いてもらいました。

その日のことを思い出しながらアンケートを書いている子どもたちの姿を想像し、私たちは必ずや

子どもたちのためにお家の人と一緒のお休みを作ってあげたいと思いました。5月 5日は日本のこ

どもの日、でもゴールデンウィーク、草津の親たちは忙しい。草津の子どもたちのための、「草津こ

どもの日」が必要です。教育委員となってもうすぐ 18 年、自分なりに教育に関わるお手伝いをし

てきましたが、最大のお仕事がやってきたと思っています。頑張ります。 

 

岩崎 

アンケートの結果を大変丁寧にご説明いただきました。実は 9 つの調査実施地域全てにおいて、

こういったアンケートを取っています。客観的なデータを基に議論すること、これもひとつの成果

ではないかと思います。 

調査実施地域のうち群馬県富岡市においても同様に、「もしキッズウィークを導入する場合は何

月がいいですか、何曜日がいいですか」とお尋ねしたところ、「月曜日」と「金曜日」が最も多かっ

た。草津はやはり観光の町ということで「火曜日」と「水曜日」、これも地域特性に合わせた休日を

検討できるということで、ひとつ地域性が出たのかなと思っております。 

観光産業は今非常に人手不足、旅館に勤める従業員さんも確保が難しいということですけれど、

まずはこういった「休み方改革」が必要ということを、町内の多くの方が感じておられて、多くの

事業者も賛同していると聞いております。今後を楽しみにしています。 

 

 

パネルディスカッション 

 

岩崎 

ここまで4つの地域の取り組みをご紹介いただきました。この後、いくつかのトピックについて

お話を聞かせていただこうと思います。 

まず、白川村の水川先生にお尋ねしたいのですが、このキッズウィークは働き方改革や休み方改

革を目指しておりますが、学校の先生はキッズウィークをどのように理解して、関わっていったら

よいでしょうか。特に有給休暇をどう取るかなど、学校の先生がどのようにキッズウィークに関わ

っていたか、他の地域ではあまり取り組んでおりませんでしたので、もしトピックなどありました

らお聞かせいただきたいのですが。 

 

水川 

うちは県の常勤の教員が 25 名いるのですが、学校休業日にすれば、地域の子どもたちの指導に

回る教員と、学校は動いているので学校の管理職と日直、それからもう一人は地域をずっと回る先

生という形で、4名もしくは 5名の先生は勤務する必要がありますが、それ以外の先生は学校に子

どもが来ているわけではないので、これは働き方改革の隠れた効果だと。キッズウィークが終わっ

た後に、全員の年休取得率を出しましたが、うちの教職員の年休取得率はおそらく県内でトップだ

と思います。ただし、子どもの学習には影響はないのです。 

 

岩崎 

「学校の先生はどうなるんだ」という懸念をお持ちの方が多いかと思うのですが、白川村の様子
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をお聞かせいただきました。 

先ほど観光庁から「キッズウィークに関する旅行商品」というお話が出ました。本日は、自らの

地域の子どもについての教育という観点からのお話が多いのですが、草津町においては将来的には

他の地域でキッズウィークを実施した場合の旅行需要を受け入れるフィールドにもなり得るので

はないかと考えています。草津には温泉地としての歴史もあり、様々な学びの場があると思います

が、教育委員として、もしくは旅館女将として、私見で結構ですので、将来どのような親子を受け

入れたいか、お聞かせいただければと思います。 

 

黒岩 

実際に昨年の秋に、上尾市と川崎市のご家族が、私どもの旅館に泊まりに来て下さいました。平

日にファミリーで泊まりにいらっしゃったので、「今日は学校は休みですか」と聞いたら、両者とも

「キッズウィークなので」とおっしゃいまして、「ああ、キッズウィークに家族で旅行に行くってい

うこともあるんだな」と実感しました。キッズウィークがもっともっと盛んになって、草津温泉に

お泊まりいただけるなら、お安い平日料金ですので、一層良いのかなと思いました。そういう点で

は草津町でも進めたいのですが、ぜひ全国的な取り組みとして、お安くなる平日に各温泉地に来て

もらえるようなプランができると良いのかなと思います。 

 

岩崎 

武雄市には武雄温泉もありますが、小松市長にお尋ねしたいのですが、実はこの調査を進める中

で、自分たちの地域だけでやっていても限界があるのではないかと感じつつあるところです。今後

の隣接自治体との関係や広域での取り組みについてのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。 

 

小松 

武雄市の子どもたちのためのキッズウィークのそもそもの目的である、例えば家庭教育とか絆と

か地元を知るとか、そういう点ではいいと思うのですが、そもそも有給休暇の取得を市内の事業者

に、商工会議所や商工会を通じて直接呼びかけたとしても、武雄市に住んでいるけれども周辺自治

体に勤務している方はどうしても休めないと。「子どもは休みだけれども、親は隣の伊万里市などで

働いていて休めない」というお声をたくさんいただきました。そこが我々にとって、一番この制度

をやっていてかなり大きな限界というか、いくら市内で頑張ってもそういうことがあるということ

で限界を感じているところではあります。 

ですので、周辺自治体と組むとか、県全体でやるとか、そういう動きにまでつなげていければと

思っています。ただ、まだそういう段階ではなく、どこかと組むというのは決まっていないのです

けれど。そういったつながりを１個でも2個でも広げていった結果として、有給休暇を取って親子

で過ごす日の実現につながっていくのかなと思っています。 

 

泉 

アンケート調査の話をしましたが、アンケートを取ったところ、20％くらいの回答率でしたので、

だいたい正確だと思うのですが、市内に勤めている方が55%、あと45%は周辺の自治体へお勤めの

方が45%、高松が県庁所在地で人口も香川県の半分近くいますので、ここが7%くらい。 

私たちは中讃広域として2市3町で色々やっているので、そこでも少しお話をさせていただいた

のですが、キッズウィークはこれからの事業ですし、細かいところまで踏み込んでいけない。 

もうひとつ、香川県はワークライフバランスの実現ということで事業を進めていまして、それを
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実現した企業には知事賞や部長賞などの賞を授与しています。こういった事業で、例えばキッズウ

ィークを試された事業者を県の色々なところで紹介してくださいとお願いしたいのですが、なかな

か。やはり県がリードすれば市や町も動いていく事業も多いので、キッズウィークを動かすには県

がリードを取っていただけたら…こうしたことをお願いできればもっとやりやすいかと思います。 

 

岩崎 

残り時間が少なくなってまいりましたので、今後の展開をそれぞれの地域の方からお話いただき

たいと思います。 

 

水川 

キッズウィークをやってみて感じることは、学校側には必然があるのです。ところが地域とか、

保護者に必然があるかというところの説明が難しいと思っています。ただそれは逆に、子どもの未

来づくりであることを説得の材料にしたいと思っています。家族の未来、子どもの未来がキッズウ

ィークの中にあるのだ、という考え方で周知をしていきたいと思っています。 

ですからそういう意味で、来年はさらに良さというか、キッズウィークをやる目的についてきち

んと周知をしていきたいというのが１点と、白川村も観光立村なので、やはり観光シーズンは親も

忙しいのです。半分の親、観光関係の親は忙しいので、キッズウィーク弱者といいますか、親がど

うしても忙しいところの支援を武雄市がやってらっしゃるように、キッズウィークに受験勉強して

いる子どもももちろんいますし、そういう子どもたちのための地域の学習の場、あるいは成果をま

とめる場の支援、職員側の支援、それから他地域の祭りを見学に行くためのバスの支援とか、なか

なか連れていけない親御さんを支援するといった仕組みを来年度改善していきたいと思います。 

 

岩崎 

配付資料には、私ども調査事業を行った事務局としての総括を載せております。 

白川村は、実施目的が明確なうえに、それをきっちりと村全体で共有されていて、さらに子ども

が自律的にキッズウィークの計画を立てて実践しているところに素晴らしさがあると思います。2

点目は、今後も学校が主導して総合的に取り組みを行っていかれるということで、ここが各地域に

とっても参考になると考えております。 

 

泉 

丸亀市では、全て条件が整ってからやるのでなく、できるところからとにかくやる。市民の間で

キッズウィークの認知度を上げていくということで、学校の行事ごとということで学校ごとにバラ

バラでした。ということは、例えば幼稚園と小学校に通っている子どもの親は2回休まないといけ

ない。そういった批判や、休むと儲けが少なくなる自営業者は休めません。それから大きい企業で

は 24 時間勤務体制の企業もたくさんある。それから福祉職もある。これらの業種については批判

的な意見が多かった。 

こういったことを踏まえまして、31年度はできるだけまとめて欲しいと取り組みまして、教育委

員会に取り付けましたところ、31年度はできるだけ幼稚園、小学校の休みを合わせていくというこ

とで、つい最近出された案ではほとんど秋頃に集中しておりました。例えば 3 分の１の学校は 10

月 22日の即位の礼の前日、21日の月曜日を休みにしまして、19、20、21、22日と 4連休にしま

す。歴史が変わるひとつのページにもなりますので、それを親子で見ていたというのも絶好の機会

になりますので大変喜んでおります。それからもう一歩踏み込んで、これもずっと年末から進めて
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おりまして、2020 年には冬休みの 1 月 7 日を登校日として、10 月の第 3 月曜日に持って行くと。

「丸亀市キッズホリディ」でも名前は何でもいいのですが、長めの休みを設けて4連休にするとい

うことでほぼ確定しています。 

武雄市は市長以下、担当課の皆さんが頑張ってイベントをたくさん作られましたが、私たちも、

1年半ありますので、こういった子ども向けのイベントをたくさん作っていこうと思っております。

100 年前に丸亀市の高等女学校の学生がサッカーをしている写真が 10 年前に見つかりました。サ

ッカー協会によると今見つかっている写真の中では女子がサッカーをしている写真としては一番

古いものということで、なでしこのルーツと今のところ自負しています。これを「丸亀なでしこ夢

プラン」ということで、今、市のスポーツ課が中心となって 2020 年にはキッズウィーク等を活用

して何かイベントをやっていきたいと考えています。 

 

岩崎 

地域の歴史と絡めて、なぜこの街ではこの日に休むのかということですね。事務局の総括として

は、商工会議所がスピード感をもってやっておられるということがポイントです。協議会を速やか

に立ち上げて、巻き込むべき方を入れて、総合計画にも盛り込んでしまうという体制づくりが大事

だと感じた次第でございます。 

 

小松 

今後の展開についての1点目は周知活動の強化です。キッズウィークのチラシを学校を通じて保

護者へは全員、市内の事業者にも配って周知を図ったのですが、やはり結果として、そもそもキッ

ズウィークを知らないという方も一定程度いらっしゃいました。まずは知ってもらうためにあらゆ

る手段を使って、キッズウィークというものを知ってもらうところが一つです。 

併せて、知ってもらった上で、「そもそもキッズウィークって何なの」と言われます。説明をする

と、一言でぽんと言えればいいのですけれど、家庭教育だと話せばわかるのですけれども、話すの

に3分位かかるのです。そこがもっときれいにストンとすぐに落ちるワードを私も見つけきれてい

ないのです。なるべくわかりやすく、「あ、そういうことね」とうまく言えないかなと考えています。

キッズウィークを象徴するアイコンみたいなもの、例えば、「プレミアムフライデー」というと串カ

ツ屋さんで3時から飲んでいるとか、映画を見にいっているといった、わかりやすい映像が流れる

と、「あぁこういうことね、余暇を楽しく過ごすことね、家に早く帰って家族と楽しく過ごすことね」

というのがわかるのですよ。「キッズウィーク」と聞いたときに、まだまだイメージがポンと出てき

にくいのかなと感じています。我々は今回は色々なイベントをやったのですが、どれが一番キッズ

ウィークというものを象徴するのか、というのをきちんと検証して、それをアイコンにして周知し

たいというのがひとつ。 

2 つ目の有給休暇取得に向けた企業への働きかけの強化については、色々批判の声もありました

が、あるお母さんから「こうやってキッズウィークと設定してもらったおかげで、今まで子どもの

用事があったけれども、周りに気を遣ってなかなか有給休暇を取れなかった。でもこうやって市が

旗を振ってくれることで堂々と休めるようになりました、ありがとうございました」と感謝されま

した。そういう方もまだまだいらっしゃると思います。企業への有給休暇取得に向けた働きかけと

いうことでいうと、年休5日の義務化というところが始まりますので、市内の企業では5日のうち

の1日を武雄キッズウィークに設定するということもすでに考えておられる方も多いようで、我々

にとっては制度改正が大変ありがたい追い風になっていると思っています。市外企業については先

ほど申し上げたとおり、引き続き広域的な働きかけをしていきたいと考えております。 
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3 つ目の子どもの居場所づくりということでは、これも保護者からご意見をいただいたのは、周

りが家族で楽しく過ごしているのに我が家は共働きで休めなくて、子どもが寂しい思いをして可哀

想だ、という話を聞きました。最低限のセーフティネットは作っているのですけれど、親の立場か

らすると、そういう気持ちもわからなくはないかと思います。そこでもっと地域を巻き込んで、単

に放課後児童クラブで預かるというのではなく、そこに仮に一人であっても親と一緒に過ごすのと

同じくらい楽しい時間を過ごしてもらえるようなことを、様々な人に、地元企業に協力してもらっ

てしっかりとやっていきたいと思っています。 

最後に、我々も観光産業が主産業ですので、ぜひ草津町の今後の取り組みは注目していきたいと

思っています。 

 

黒岩 

まず私がやるべきことは、今日発表したスライドを学校の先生たちに見てもらいたいと思ってい

ます。特に来年度は 10 連休があったりする中で、観光地としてのことではなくて、学校から考え

方を変えてほしい。学校の校長先生、先生たちが口を揃えておっしゃるのは、自分たちだけでは行

事の変更はできない、郡との兼ね合い、県との兼ね合いがあるんだよとおっしゃるのですね。そう

いうことでは、全国でもこうやって先進的にやっている市町村があるということをよく学んで、草

津独自の、草津の子どものために何ができるのかということを、これから皆で模索していくことが

大事かと思います。 

 

岩崎 

観光産業では人材確保が喫緊の課題になっております。職場環境の改善や賃金改善等とともに、

暮らしやすい町、子育てしやすい町であることも非常に重要ですので、そういったことを念頭に、

今後も事業者を巻き込みながら進めていただけたらと思います。 

 

総括（岩崎） 

最後に、現時点で事務局として考えている「キッズウィーク導入の効果と3つの留意点」につい

てご説明させていただきます。まずそもそもキッズウィークをなぜ導入する必要があるのか、意義

や狙いが理解されないと進んでいかないだろうと考えております。青い部分（図の左上）ですが、

保護者にとっては休みをしっかりとって働き方改革・休み方改革につなげるということもあろうか

と思いますし、オレンジの部分（左下）の事業者にとっては、「この職場で働いてみませんか」「い

い職場環境ですよ」「従業員も満足して働いていますよ」ということを打ち出す取り組みにもなるだ

ろうと思います。真ん中のピンクの枠、これは文化施策、教育界においても進めていく方向がある。

最後に緑色の枠については、休み方の意識を家庭から高めていく必要があります。結果として旅行

需要が平準化していくことがあろうかと思います。 

2 点目の推進体制をどう作っていくか、結局、誰が推進するのかというのが一番の問題だと思い

ますが、今日ご登壇いただいた市長のキッズウィークへの熱い想いとか、経営者の想いがこういっ

た新しい取り組みを推進する起爆剤になるのではないかと感じているところです。 

最後に3点目、現在は単一の自治体の取り組みだけれども、今後は広域で広めていかないとなか

なか効果が出ないだろうということです。 

一旦、こうした形で事務局としてはまとめておりますが、今日は非常にいいお話をたくさんいた

だきましたので、このまとめをさらにブラッシュアップして報告書にまとめまして、経済産業省の

ホームページ上で公開予定です。ぜひ横展開を進める際にご利用いただけたらと思います。 

610



 

キッズウィーク推進シンポジウム 東京会場 

分科会１『行政・教育界主導で進めるキッズウィーク』 

 

日時：平成31年3月6日（水）15:45～16:45 

場所：ベルサール八重洲 Aルーム 

パネリスト    岐阜県白川村  中村 裕幸（白川郷学園副校長） 

佐賀県武雄市 朝重 良三（武雄市役所） 

ファシリテーター 那須 將（(公財)日本交通公社 研究員） 

※パネリスト・ファシリテーターは敬称略 

 

那須 

こちらの分科会では、『行政・教育界主導で進めるキッズウィーク』について、参加者の皆様から

も質問を受けながら、さらに情報交換を行いたいと思います。先ほどの全体会では、武雄市ならび

に白川村から事業全体の紹介をいただきましたが、こちらの会ではもう少し実働ベースといいます

か、実際の業務でどんなご苦労があったのか、あるいはどんなところに重点を置いて事業を進めら

れたのかといった点について触れたいと思います。 

まず、お二人にはどのような部署にお勤めで、キッズウィーク推進にあたってどのような部分を

担当されたのか、お話しいただけますか。 

 

朝重 

私は武雄市役所の企画部企画政策課の企画調整係で係長をしております。この企画調整係は、武

雄市が推進している各種施策の特に重点施策である部分につきまして進捗管理を行って、その状況

を市長に報告したり、複数の部門にまたがる政策が出てきた時は、文字どおり「調整役」として取

りまとめをさせていただいております。 

今回のキッズウィークの施策についても、今年度平成 30 年度から国の施策として開始されたと

いうことで、武雄市としてもその主旨に賛同する形で取り組むことに致しました。こうした場合、

まず学校休業日をどこに設けるのか、子どもたちの休みをどこにするかというところで、教育委員

会が所管を致しますし、休業日が決まった後にキッズウィーク当日を家族でどうやって過ごしても

らうかというところでは、武雄市内の商業施設や観光施設などにもご協力を呼びかけて、家族で楽

しく過ごしてもらうための環境づくりも必要でした。そういったところには、商工・観光部門の力

が必要ということで、これは市長部局の役割になってまいります。あとは地域における活動として

は、各町の公民館にもご協力をいただくことになりますので、そういったところでも先ほど申し上

げた教育委員会の取り組みが必要でした。 

つまりキッズウィークを導入・定着させるには、市長部局、教育委員会部局、双方が両輪となっ

た取り組みが必要ということで、その調整役を任されまして、業務を行ってまいりました。併せて

市内の企業や事業者に有給休暇の取得に向けて働きかけを行う必要もありましたので、そういった

ところは商工課を通じてチラシを配ったり、説明会に伺ったりもしました。私自身も商工団体の皆

様とお話する機会がある時には、キッズウィークの話題にふれて、取り組みに向けての協力を直接

お願いしたこともございました。本日は、そういった取りまとめ役としての立場でお話をさせてい

ただきたいと思います。 
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中村 

白川村立白川郷学園は義務教育学校ということで、校長、副校長、教頭2名、教務2名、事務2

名、養教2名という、義務教育学校ならではの組織をもって、各教育活動を進めております。各学

校では企画委員会とか推進委員会のようなものが、本校では「学園エンジン 8」という、ちょっと

面白い名前がつけられておりまして「E－エイト」という学校の組織マネージメントグループとし

て機能しています。先ほど登壇しました水川校長は、毎年 12 月くらいに、次年度の学校ビジョン

を発表いたします。その中でネクストビジョン10という10個の施策の中の第4番目に、このキッ

ズウィークを入れ、昨年度のちょうど今の時期に、具体的に取り組んでいこうということになり、

学園の組織マネージメントグループの中で、私がキッズウィークの担当をさせていただきました。

そして二人の教頭と一緒に、学校運営協議会の事務局も担当させていただいております。「地域を巻

き込む」というところで、学園と運営協議会のハイブリッドシステムという、そういう運営システ

ムの部分、学校のエンジンの部分も担当しております。 

また白川郷学園は一村一校、いわゆる村の中に一校しかありませんので、当然、村当局および教

育委員会の施策がダイレクトに学園に入ってまいります。本日もこの席に教育長、学校長、業務主

任とフロアの約3割を当村のメンバーが占めておりますのは、こうしたバックアップの賜物であり

まして、その教育委員会の連絡役等々もさせていただいております。 

ということで、キッズウィークの推進につきましては、このような啓発活動、関係団体との連携、

事前学習等は私の方で計画させていただき、水川校長のビジョンに沿って組織で動いていくという

形で取り組ませていただきました。 

 

那須 

武雄市については市長の強いリーダーシップが発揮されて、ある種トップダウンで施策が進んで

いったということがあったのですが、その大きな指針を受けて、各課あるいは市役所の外部と調整

を図られたというところに朝重さんがいらっしゃった。 

一方、白川村の方は学校・教育界が強いリーダーシップ、主導的役割を果たしたかと思うのです

が、校長先生が大きな指針を示された、まさにその下でその指針を受けて校内外を含めて調整を図

られたのが、中村副校長ということです。お聞きのとおり、実働部隊の先頭に立っておられたお二

人ですので、本日、有意義なお話が伺えるのではと期待しております。 

さて、皆様すでにご承知のとおり、「キッズウィーク」というのは広範にわたる事業ですので、意

義付けをしっかりしていないと指針がふわふわしてしまい、向かう方向が分からなくなる。ですの

で事業を進める中で、各自治体がどのようなところに重点を置いて事業を進められたのか、またそ

れに対して市民や保護者からどんな反応が返ってきたのでしょうか。 

 

朝重 

武雄市においては、先ほど全体会で市長が申しておりましたが、武雄市で進めてきた子育て教育

環境の充実という施策を進めていく中で、整備してきた子育て教育の環境を多くの市民の皆さんに

活用していただきたいというのが根幹の部分にあります。 

平成29年、一昨年の10月１日に開館した子ども図書館とか、その翌年の4月に開園した競輪場

公園など、親子だけでなく、おじいちゃん、おばあちゃんも含めた多世代で楽しく過ごせる場をよ

り多くの市民の皆さんに活用していただくには、やはり土日だと来館者が多くて、非常に混雑して

いてゆっくり過ごせなかったという声もありましたので、平日に必ず親子で過ごせる日を作ること

で、整備してきた子育て教育環境をより充実、満喫していただけるのでは、という狙いがありまし
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た。 

それから地域の良さを知ってもらうきっかけにしたいということもありました。やはり自分たち

のまちを知って好きになることが、大きくなってから就職や進学で、仮に武雄を離れることがあっ

たとしても良い思い出として、また地元に対する愛着が残って、何かのきっかけで戻ってこようか

なという動機付けになるかもしれません。 

武雄市内には武雄温泉をはじめとする商業施設もあり、多くの地元の事業者のご協力をいただき、

割引特典などもいただきましたので、そういった機会を利用して地元のお店とか観光施設に足を運

んでもらうきっかけにしたい、それを通じて武雄の良さをもっと知ってもらう。また、公民館でも

放課後子ども教室などの地域イベントも行ってまいりましたので、そういったところを通じて自分

の住んでいる地域の良さを知ってもらうきっかけづくりにしたいという想いがありました。 

ですので、そういったところを重視しながら業務を行ってきましたが、なかなか企画政策課だけ

では具体的な取り組みのアイデアも湧いてきませんので、各所管する部署に知恵を借りながら、武

雄市全体としていろんな取り組みについて協議をしてきました。また、武雄市内には区長会といっ

て、地元を取り仕切る町内会のような組織も100以上ありますので、区長会の方にもなるべく出か

けて、地域の皆さんにも武雄市の取り組みを知ってもらうことに力を入れてきたつもりです。 

 

那須 

今、大きく2点あったかと思うのですが、まず親子が共に過ごす時間を作り、武雄市内に蓄積さ

れていた質の高い子育てのできる環境を確実に使ってもらえる時間を作るということがあったか

と思います。 

実際、保護者からの反応はいかがでしたか。 

 

朝重 

経済産業省と本調査事業の事務局である日本交通公社様のご協力をいただいて、武雄市立の小中

学校の全保護者を対象にアンケート調査を行いました。小中学校の家庭、約2,600世帯に調査をお

願いして約6割、1,500以上の世帯から回答をいただきました。 

多種多様な意見があったのですが、集約してみますと、まず7割を超える方が武雄市のキッズウ

ィークへの取り組みをご存知でした。周知という面では一定の成果があったかと思うのですが、「取

り組みは知っていたけれど、実際には休みは取れなかった」という回答が多く、休みを取られた方

は31.24％という数字が結果として出ました。実際、普段だったら休みがあるという保護者のうち、

3 割を若干超える方がその日に有給休暇を取得された、そして、その方々については親子で過ごす

時間が持てたということで、9 割以上の方が家族で過ごされていますので、キッズウィークの取り

組みに対して肯定的な評価をしていただけました。普段だったら平日に休みを取って親子で一緒に

過ごすことはあまりなかったけれども、こういう取り組みがあったおかげで、ゆっくりと武雄市内・

外へ観光に出かけた方もおられ、良い思い出ができたという意見をたくさんいただきました。 

しかしその一方で、休みたかったけれども、企業の理解がなかったとか、休みにくい雰囲気だっ

たなどの理由で、有給休暇を取得できなかった方も7割ほどおられました。そういった方は、やは

りキッズウィークに対する評価も全体的に低いものに留まっております。保護者の受け止め方とし

ては、職場の理解があって有給休暇が取れた方は非常にいい思いをされたのですが、一方でいろん

な事情で休みが取れなかった保護者については、やはり、企業に周知を徹底してほしいとか、武雄

市外の企業の方にも周知をしてほしいなどの、色々な意見が出ましたので、来年度に向けて改善し

ていかなければならないと強く思っているところです。 
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那須 

今、情報提供いただきましたけれども、武雄市については、保護者向けのアンケートに「キッズ

ウィークについて知っていたか」「武雄市の取り組みについて知っていたか」という設問があり、

「知っている」と答えた方が7割を超えました。これはかなり高い値でして、アンケートの実施前

にしっかりと力を入れて周知活動をされてきた成果の表れかと思います。 

しかし、その日仕事を休んだ方はとても評価が高いけれども、休めなかった人からはやはり、厳

しい意見も出てきました。１点目の保護者の反応は、数値としてみるとそういう状況だったという

ことですね。2 点目の地域の良さを知る、地元についてよく知るということについては、こういっ

た背景があって実際に事業の中に落とし込んでいく中で、「家族 DE 職場体験バスツアー」を実施

されましたね。市内の例えば消防署などを周られたそうですが、かなり好評だったそうですね。 

 

朝重 

はい、こちらも経済産業省のキッズウィーク関連調査事業の一環で「試行事業」というメニュー

があったので、そちらを活用させていただきました。キッズウィークの10 月5日から8日の4日

間を「武雄キッズウィーク」として期間設定したのですが、その初日の 10 月 5 日の金曜日に経済

産業省様と日本交通公社様にご尽力をいただいて、「家族 DE 職場体験バスツアー」を企画いたし

ました。15家族40名様を募集人員としていたのですが、申し込みがその倍以上ありまして、市役

所のホールで公開抽選会を行って、最終的に47名の方に参加していただきました。 

当日は、武雄消防署で放水作業や綱渡り体験などをした後に、ある建設会社様のご協力をいただ

いて病院の建設現場を見ていただくことになっていたのですが、あいにく台風が接近して足場が悪

くなっていたため、急遽そちらの見学は中止になりました。そこでその部分を市役所の庁舎見学に

変更し、市長室を見学していただくようにルートを変更しました。その後、武雄競輪場の芝生の上

で昼ごはんを食べてもらうことにしていたのですが、台風の影響で芝生が濡れていたので、競輪場

の観覧席で昼ごはんを食べていただくことになりました。最後は宇宙科学館という、宇宙をテーマ

にした博物館でバックヤード見学をしていただいて、市役所に戻るという行程となりました。普段

なかなか体験できない職場を親子で見ていただくことができ、参加者からは非常に好評でした。マ

スコミの方にも、このツアーを一番多く取り上げていただきました。 

職場体験については来年度以降も何らかの形で続けていきたいと思っております。ひとつ考えて

いるのが農業です。事前に区長会や町内会を周っている時に、ある区長さんから「武雄には農業も

あるだろう」と言われまして。施設園芸、つまりハウス栽培ですね。ハウスでアスパラガスやパク

チーなど新種の作物を栽培している農家、施設園芸を頑張っておられる農家を訪ねて、農業体験を

することで地元の農業をもっと知ってもらうきっかけにしてもよいのではないか、というご意見を

いただきました。次年度に向けてそういう農業体験なども候補に加えながら、より武雄の、地元の

産業を知ってもらうきっかけを考えていきたいと思います。 

 

那須 

実は私もこのバスツアーに参加しました。すべての行程を終えて市役所に戻ってくる時に、市長

自ら市庁舎の入り口に立って、参加した親子を迎えておられたことが印象に残っています。武雄市

の場合は市長の強いリーダーシップがあるということを、再三お伝えしていますが、リーダーが声

掛けをするだけでなく、折に触れて現場に出てきていただいている。現場で子どもたちと市長が触

れ合っておられるというのは、一緒にいた保護者に強い印象を残したのではないかと感じました。 
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ちなみにこのツアーはバス2台で催行されまして、参加費は無料でした。 

続いて白川村について、村として、あるいはご自身の業務の中で、こういうところを重点的にや

ってきた、という部分をお話いただけますか。また、それに対して地域、子どもたち、保護者から

こんな反応があったということについてもお話いただければと思います。 

 

中村 

導入の意義の明確化については、やはり第一は、「子どもたちのため」ということです。どぶろく

祭りについては二点ありまして、長年、どぶろく祭りの計4日間というのは、子どもたちは地域の

祭りに貢献するために、ほぼ公欠扱いになります。ある学年などは、半分以上の子どもがいない状

態などになりますので、当然学校の授業は進めることができません。当然、行事をすることもでき

ませんので、これは長年の課題となっています。子どもたちは地域で一生懸命祭りに貢献している

にも関わらず、学校では授業が進むということは絶対に考えられません。ですので、まず一点目は

子どもたちの学習の保証ということが挙げられます。 

二つ目は、水川校長のビジョンの第一に、「村民学」、村を深く知るという特別な教科を設けてい

ます。義務教育学校では特別な教科を立ち上げることができ、例えば東京の品川区では「市民科」

などの特別教科の事例があります。白川村の自然や歴史、文化を子どもたちが学び、村に誇りと愛

着を持ってほしいという教科です。その村民学のためにこのキッズウィークを利用して、ふるさと

白川村の文化を深く学んでほしいというのが、二つ目の「子どもたちのため」です。このように意

義を明確化して、実際に行ったことが、4 ページの内容です。先ほど校長も説明しましたが、この

おかげで授業日の確保、また休職日数の確保もできまして、二つについての数字がクリアできたと

学校では考えております。 

しかし、子どもたちはどうだったか、という意味では、「忙しくて休めない」「祭りや観光シーズ

ンを外してほしい」という意見が保護者から出てきました。しかし、例えば、お土産屋さんは営業

しているけれど、子どもたちは休みを利用してそのお土産屋さんを手伝うということもありました。

これも十分親子でのふれあいだと思いますし、なかなかできない畑仕事や田んぼの仕事、あるいは

合掌造りの萱（かや）を刈る、萱刈りという作業があるのですが、親子でその作業をしたという例

もありました。ですから忙しいとは言っても、民宿やお土産屋さんを一緒に手伝えば、それは十分

親子のふれあいになるんじゃないかと思います。平日に子どもたちがお土産屋さんを手伝う様子は

まず見られないものですし、その意味では、忙しい中でも親子のふれあいの仕方についての意識改

革ができていくのではないかと思います。説明をしていくとか、保護者、あるいは私達教員の意識

改革を進めるということをやっていきたいと考えております。 

なお、白川村では祭り期間、子どもたちは地域の担い手として一生懸命仕事をしていますので、

何かのイベントやプログラムは必要ありません。ただ2日間だけが地域貢献ですので、残りの6日

間をどうすればいいかという課題がありました。そこでひとり立ちができる子どもを作ろうという

ことで、自分でスケジュールを立てて個人課題を決めるようにしました。なかには9年生（中学校

3 年生）は実力テストが近いので、午前中は毎日学校に来て勉強するということもありましたし、

課題について調べるため、あるいはいつもは読めない本を読むために図書館に来るなどの生徒の自

主的な態度が見られて、私自身はすごく嬉しかったです。子どもたちが自分で考えて計画が立てら

れる、そして保護者も子どもたちのひとり立ちを見守る、そういう素敵な期間になっていると思い

ます。ですので、こういうものを利用しながら、子どもたちのひとり立ちのために、子どもたち自

身で計画を立て、教員や地域の方、村当局がサポートするという雰囲気ができれば、この「ふるさ

と白川郷ウィーク」は持続可能な行事として続いていくのではないかと思います。 
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那須 

また武雄の話に戻って恐縮ですが、有給を取れた人は当然全員ではありませんが、「子どもと一緒

に過ごせたか」という問いについては9割の人が「はい」と回答しています。複数回答で取ってい

るということもありますが、実はこれは重要な性質を表していると思っています。国が言う「キッ

ズウィーク」というのは、子どもの休みに合わせて親も休みを取って、休みを揃えて家族一緒に過

ごすことを想定していますが、現場の声を聴いていると、休みを合わせられないイコール一緒に過

ごせない、ということにはならない、ということです。ご指摘のあったとおり、家の仕事を手伝う、

生業を手伝いながら親子で過ごすということは、一緒に休みを取る以外にもきっとあるはずなんで

すね。ですから武雄市には、「市のイベントに来ていないから、親子で一緒に過ごしていない、とは

言えないはずです」と申し上げたのですが、これはどの地域にも言えることだと思います。 

今後キッズウィークを導入していくにあたって、親が休みを取れたかという数値はもちろん取っ

ていく必要があると思います。ただ一方で、それを8割、9割にする必要があるかというと、そこ

は議論の余地があると思います。それは「親が休みを取れない」と「子どもと一緒に過ごせない」

がイコールではないからなんですね。親が自営業であれば、働いていても子どもと一緒に過ごす時

間は確保されているはずです。 

そしてもう一点は、子どものひとり立ちというお話。これもすごく大事な話だと思います。日本

人がなぜ有給を取れないかというと、もちろん忙しいから休めないこともあると思いますが、「休ん

でも何をしてよいか分からない」という人が一定数いるからではないかと思います。子どもにひと

り立ちをしてもらうために、休みの予定表を作ってもらう、これはまさに休み方改革のための教育、

というと変ですけれども、「あなたに 1 日の休みを与えたときに有意義な過ごし方を考えられます

か」という訓練だと思うのです。子どもの頃からこうした体験を積むことは、非常に重要なことだ

と思います。子どもたちが学校に提出した予定表にはどんな記述があったのでしょうか。 

 

中村 

今すごくいい事をおっしゃったと思います。実はこれ、保護者に向けてもすごくいいPRなんで

すよね。多くの保護者が、「『キッズウィーク』、うちでいえば『ふるさと白川郷ウィーク』って何だ

よ、うちは休めないし無理だ」という中で、子どもたちは明確に計画表を自分で作るわけです。子

どもがこれを家に持って帰って書くことで、親への啓発活動にもなるわけです。それから「子ども

たちのため」という部分が親へも明確に伝わるということもあります。 

では、どんな内容かというと、１、2 年生だとどこの神社に行って絵日記を仕上げるとか書いて

あります。あるいは、この日は家の手伝い、友達と遊ぶなどです。夏休みに予定表を書きますが、

その「キッズウィーク版」という感じです。そしてその横に、学園の学習相談は〇がしてあったり、

地域の公民館も開放されていることを明確にすることで、自分たちの計画も立てられるし、保護者

への啓発にもなるという二つの目的をもって、書いてもらいました。 

 

那須 

子どもたちからみると、「宿題か」という反応もあったかもしれませんが、子どもたちが提出した

絵日記や作文などから、子どもたちがどんな風に過ごしたか感じられた部分はありましたか。 

 

中村 

子どもたちが書いてきた絵日記や村をPRするポスターなどもあったので、それらの作品を「地
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域公開日」と「村民文化祭」で展示したところ、子どもたちの力作が並んで、多くの方に喜んでみ

ていただけました。また PTA ではこれまで「親子で学ぼう」という取り組みをされていたのです

が、それもキッズウィークに合わせてやっていただけました。以前は、夏休みに親子で釣りにいっ

た、とかそういう内容だったのですが、これもキッズウィークに合わせて行われたということは、

非常に良かったと思います。これらのレポートもどれも力作でして、学園に掲示しました。 

 

那須 

結果的に PTA という、地域と保護者を含めて巻き込んでいけたことが大きなうねりになった、

ということかと思います。 

これまで成果に着目してお話を伺ってきましたが、ここからは現場で実務に当たる中で苦労され

た点についてお話いただければと思います。こんな点で苦労したというお話は、今後キッズウィー

クを導入していく中で、ある意味、成果よりも聞きたい情報ではないかと思います。 

 

朝重 

今回初めての取り組みを行っていく中で、今となって思い返せば、大きく分けて2つ苦労した点

があると思います。一つは周知の方法、周知の徹底という部分ですね。あとは色々な関係部署が関

わる事業で、ひとつの部署で完結する事業ではありませんので調整の部分の苦労がありました。こ

の事業は、教育委員会、商工団体、PTA，地区町会、地域、学校、あと行政ですね。行政の中でも

市長局と教育委員会部局にまたがるということで、多種多様な主体がある程度連携して一緒に前に

進んでいく必要がありますので、その部分の調整の仕方、進捗管理の仕方などでは気を遣いました。

あとは関係機関への周知の仕方という部分です。保護者、および商工団体を通じて市内の事業者に

も今年度は2回、周知を行いました。商工団体に対しては5月、保護者には夏休み前の7月に、キ

ッズウィークの実施日と実施に向けての協力をお願いしたい事項を記載したチラシを配布しまし

た。配布資料の31ページから34ページに、保護者にお配りしたチラシと事業者にお配りしたチラ

シを載せております。またキッズウィークを 10 月に実施しましたので、その 1 か月前の 9 月に、

キッズウィーク期間中の具体的なイベントを集約したチラシを、事業者と保護者に配布しました。

配布資料 35 ページから 36 ページにそのデータがございます。また「親子 DE 職場体験バスツア

ー」についてはこれとは別に、市民の皆様に周知をするため、市役所のホームページに載せたのと

市役所のサイネージにデータを掲載して、庁舎を訪れる方などに周知を行いました。 

ひとつ反省点は、自分たちはある程度の周知を行ったと満足していたのですが、事業が終わった

後に、色々な割引特典にご協力いただいた方や商工会議所および商工会の事務局の方などとお話を

させていただくと、チラシを作って配るだけではなかなか周知できないという声をいただきました。

各事業者には日々色々な文書が郵送されてきますので、その中に埋もれてしまってなかなか手に取

っていただけない、あるいはチラシを目にしたとしても「わが社には関係ない」と判断されて、社

内で共有されず、そのまま放置されたという例もありました。ですからチラシを全事業者、全保護

者に配るだけでは、確実な周知はできないなという実感がございました。これについては、事業が

終わった後でも、商工会議所などで会合があったり、出前講座など別の要件で出かける機会があり

ますので、その都度来年度のキッズウィークの話をさせていただいて、なるべく直接、対面しての

周知を心がけていきたいと思っています。 

あとは、関係部署との連携なのですが、武雄市では庁舎内の9つの部署が連携して、キッズウィ

ーク調整会議という打ち合わせの場を作りまして、キッズウィーク実施前に 5 回、実施後に 2 回、

今年度計7回、関係者会議を開きました。ここには挙げていませんが、最後の方は広報課の担当者
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も入りましたので全部で 10 の部署で調整会議を行いました。私が心配していたのは、各部署の足

並みが揃わないということですね。10月5日というタイムリミットがありますので、1ヵ月前には

ここまで進めておきたいなと考えていても、他の事業との兼ね合いなどで部署によっては、どうし

てもキッズウィークへの取り組みが遅れがちになることがありました。その足並みを揃える部分で

苦労したところはあります。その他、すべての部署に「武雄市としては今年度キッズウィークに取

り組むんだ」という意識を常にもって、色々な方と接する時にキッズウィークの話題を自分から出

してもらうとか、庁舎全体で高い意識をもってキッズウィークに取り組む必要があるなと感じまし

た。この辺りは来年度に向けて、引き続き調整会議を継続的に開きながら、まず職員自身の意識を

高める努力をして、そこから地域や地元の商工団体に波及していけばいいなと思っております。 

 

那須 

周知については、私たちも事業を進める上で感じたことですけれども、保護者の方にお子さんを

通じてものを配ると、かなり認知されるのです。保護者向けのアンケートなどは、学校でお子さん

に配布して家に持って帰ってもらって答えてもらうという手法を取ったのですが、回答率はかなり

高いものとなりました。一方で事業者向けアンケートは、かなり低い回答率でした。個別に郵送す

るとか、返信用の封筒を入れて送るなどの工夫はできるのですが、保護者の回収レベルにはなかな

か追いついてこないのです。 

それからもうひとつ、市庁舎に限らず商工会とか内部の連携という部分もあるのですが、事業を

やる側の意思をどう揃えるか、というお話がありました。これは全体会で丸亀市からも指摘があっ

たかと思うのですが、総合計画なり、明文化された計画にひとつ記載を入れるというのは、強力な

手段ではないかと感じました。 

 

中村 

苦労した点は取り組み期間中、それから取り組み後もありました。まず、Q＆A 集を計 4 回、発

行いたしました。4 月、8 月の夏休みが終わる時、9 月の平瀬ウィークの前、10 月の白川ウィーク

の前の4回です。保護者からの質問に答えたり、10月のQ＆A集では「9月の平瀬ウィークではこ

んな動きがありました」ということを紹介したりしたのですが、村民も初めてのことになかなか挑

戦できない、村民もどうしていいのか分からないという部分がありました。ですからQ&A 集を出

したにも関わらず、またそこには「学校に来ても良い」と書いてあるにも関わらず、学園に最も近

い家の人が、「あれ、先生、学校に来てもよかったの？」と聞かれた。それが一番ショックでした。 

それからもうひとつは、本事業で実施したアンケート、それから村で実施したアンケートでもや

はりネガティブな意見がありました。それが結構ショックで、心が折れそうにもなりました。学校

長や教育長の考えに沿って改善して続けていかなければ、と考えています。 

武雄市さんもおっしゃっておられましたが、周知の仕方についても、あまり丁寧に教えすぎると

自主性が育たないので、どういう内容を伝えるか、伝えるタイミングについてももう一度検討した

いと思います。それがまず一点。それからもう一つショックだったのは、「先生が休みたいからキッ

ズウィークを実施するんじゃないの」という意見があったことです。これは本当にショックでした。

ですので、私たちが休みたいわけではなくて、色々な対応もしていますよ、と。そういうところの

説明をしっかりしていくことも必要だなと感じました。 

 

那須 

周知の難しさですが、単に知ってもらうということより中身を理解してもらうという意味では、
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「啓発」という言葉が近いのかもしれません。こちらの白川郷ウィークQ＆A集は、本当にすごい

資料です。これだけ力を入れたものを作って配っても、なお届かないというのは、まさに「ショッ

ク」という言葉がぴったりではないかと思います。 

実は、アンケートの実施は単に意向を聞くだけではなくて、アンケートの実施自体がキッズウィ

ークを知ってもらう手段にもなるのですね。今、国としてはこういう動きがあって、自治体として

はこういう指針でやっています、と。それを踏まえた上でこれにお答えくださいという構成で、今

年はアンケートを実施しました。もちろんそれでもショッキングな意見というのはたくさん出てき

ます。でも、そこでくじけずに継続的にアンケートを取っていく。例えば総合的な評価などを5段

階でつけてもらうと、得点になるわけです。そしてその点数を 0.1 点でもいいから少しずつ上げて

いく、あるいは認知度を少しずつ上げていくという形にすると、行政施策としても目標値を設定で

きるのでは、と感じています。 

それから、先生に対しての心ないコメントですが、ちょうど関連する内容につきまして事前に質

問をいただいていますので、これについてご意見を伺いたいと思います。 

昨今、休み方改革ということ、また、子どもたちの休みが増えているじゃないか、と保護者やあ

るいは一定の年齢以上の方は感じておられて、そこにまたさらにキッズウィークを実施すると、子

どもの休みが増えるばっかりではないか、先生もさぼっているのではないか、と考える人もいるわ

けです。でもキッズウィークの目指すところは、ただ休みを増やすことではありません。休み方改

革と教育上の要求の折り合いをどうつけるか、関係性をどう位置づけるか、これはキッズウィーク

をやる上では、避けて通れない部分だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

中村 

今年度は授業日数が200日で、来年度もキッズウィーク、それから10連休があっても199日と

なっていますので、確実に授業日数については大丈夫だと思います。そういう質問に対しては、今

年はこうでしたと、数字などを示して答えていく必要はあるなと感じています。 

教員についても例えば、神社で質問を受けたりとか、行列について回ったりとか、キッズウィー

クに関わっているという露出度を高め、そのことにより先生も関わって勤務している、ということ

を知ってもらうのが大事だと思います。 

 

那須 

学校サイドが地に足の着いた取り組みを進めていく一方で、行政としては保護者に、こういう意

義のある施策だということを、しっかり伝えていくことも大事ではないかと感じます。 

 

朝重 

私自身の感触では「先生や職員が休みたいからキッズウィークをするのでは」という受け止め方

はそれほどされていないと感じました。ただ、先ほど、説明の仕方を考えなくてはというお話があ

りましたけれども、それは私も強く感じている部分です。単にチラシを作るだけではなくて、来年

度はポスターを事業者の掲示板に貼ってもらうようなこともした方がいいのだろうかと、色々考え

ているのですが、ただ目に触れる機会を増やすだけではなくて、やはりその伝え方に気を使わなく

てはいけないなと思います。 

実際、先日武雄市内のある建設会社の社長さんと話をする機会がありまして、キッズウィークの

取り組みについて聞きました。その社長さんがおっしゃるには、全国的にはどうかわかりませんが、

武雄市内の建設業は、4週4休でして、要は週休1日が業界としての現状ということでした。です
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が、その社長さんの会社では月に一回、土曜日を一日休みにして、4週5休にされたそうなんです。

それは市内の建設業者の中では先駆的な取り組みで、同業者からも「なんであんたの所だけ、4 週

5休にするのか」という受け止め方をされたそうです。 

武雄市内のキッズウィークは、体育の日として10月の第2月曜日が休みになるところの3連休、

土日月の3連休に加えて、前の日の金曜日を学校休業日にして、4連休としていますが、これは我々

公務員の考え方であって、実際に民間企業で働いておられる方や経営者の方にとっては、土日月が

そのまま 3 連休になるのが当たり前ではない業種、職種の方もたくさんおられるのだと思います。

社長さんとのやりとりでその部分に気づかされることになりました。実際、我々が配った周知用の

チラシも、「3連休を4連休にします」という打ち出し方をしているんですね。このチラシを見た方

が「うちは関係ない。それは公務員の感覚でしょう。公務員は4連休でいいよね。でもうちはそう

ではない。月に 1 回土曜を休みにするだけでいっぱいいっぱいなんですよ。」という風に思われた

かもしれません。ですから4連休という言葉を使ったこと自体が、市民感覚に照らし合わせてみる

と、マイナスイメージに捉えられた部分もあるのではないかと思います。 

国の方は働き方改革を掲げておられますが、地域にはそれが浸透していない部分もまだまだあり

ますので、「3連休を4連休にする」とか「土日の2連休を3連休にする」とか、公務員的な感覚で

周知をしていくというのはどうかなと、もっと心を配らないといけないなと感じています。 

今、考えているのは、来年度は 10 月の 11、12、13、14 の体育の日を含めた 4 日間を「武雄キ

ッズウィーク」とするのですが、武雄市としてはその 4 日間を「武雄キッズウィーク」と定めて、

親子で過ごしてもらう環境を整備しますので、どうぞご活用ください、と。また、普段の仕事で週

休 1日しかない方はもう一日お休みをとって、週休2日に、週休2日の方は3日にしてください、

というような、従業員や経営者の現状に合わせて、「普段よりプラス1日の有給休暇を取って、家族

で過ごす時間を増やしてください」という伝え方にしたいと思っています。10月は有給休暇取得促

進期間にもあたっていますし、武雄のキッズウィークもその月にあたっていますので、そういった

ところとドッキングして、普段より休みを1日多く取れるよう、ご協力をお願いしますという伝え

方にすれば、受け取る方の印象も変わってくるのかなと思っています。ですから、先ほどの先生の

お話には非常に同感する部分がありました。 

 

那須 

本事業の調査実施地域の中には、「産業カレンダー」というものを独自に定めている地域がありま

して、その産業カレンダーで「休みではない土曜日」とされた日は、市内の工場は稼働していると

いうことでした。そういう地域で、私たちが週休2日を前提に話をしてしまうと、ピントが外れて

しまいますので、我々も認識を改めた部分であります。 

その意味でも、期間を幅広く設定するのも一つの方法かと感じています。ある自治体が、およそ

2 週間をキッズウィーク期間と定めて実施しました。この期間中に、振替休日などで学校が休みに

なるところもあるし、ならないところもあるのですが、この期間は子ども向けのイベントを市内で

開催しますので、お休みを取っても、あるいは取れなくても、ちょっと早く帰宅するなどの工夫で、

子どもと一緒に過ごす時間を作ってください、という呼びかけを行いました。そして実施後に、「今

回の期間の設定はいかがでしたか」とアンケートで尋ねたところ、幅をもってキッズウィークを設

定した自治体については、「今月でよかった」という回答がかなり多かったようです。「一定期間を

キッズウィークとします。ベストは4連休ですが、それが無理な方でも子どもと一緒に過ごす時間

を創出してください」というのは、周知啓発の一つの手法ではないかと感じています。こうした部

分もご参考になればということで、情報提供させていただきました。 
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最後に、会場からご質問があればどうぞ。 

 

参加者１ 

中村先生にお尋ねしたいのですが、年次有給休暇の取得促進について教えていただけますか。武

雄市はそれなりに年次有給休暇の取得促進を強調されていたと思いますが、白川村はどうだったの

でしょうか。村民に対して啓発活動はされましたか。 

中村 

特に啓発活動はしていません。というのは、どぶろく祭りというのは、村民総出で行うものです

から、例えば教員のAさんは、自分の地域の祭り2日間の前後、計4日間は祭りに出なくてはなら

ない。そして他の祭りの時には他の職員が休みますので、当然その分は出勤しなくてはなりません。

そういう形で村民全体が何らかの形で関わっていますので、子どもたちが「ふるさと白川郷ウィー

ク」だから、教職員の皆さん、有給を取ってくださいねという啓発はしていません。 

 

参加者１ 

啓発しなくても休みは取れるということですか。 

中村 

もし、学校や教育委員会が「有給を取ってください」というと、逆に祭りも職場も回らなくなっ

てしまいます。当然、村民は自分たちの祭りは一生懸命やりますし、よその祭りの時には、休む職

員のためにフォローに入らなくてはいけない。色々な事業者を含めてそういうシステムができてい

ます。 
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キッズウィーク推進シンポジウム 東京会場 

分科会２『民間が参画して進めるキッズウィーク』 

 

日時：平成31年3月6日（水）15:45～16:45 

場所：ベルサール八重洲 B・Cルーム 

パネリスト    群馬県草津町 黒岩 智絵子（草津町教育委員・旅館女将） 

         香川県丸亀市 泉 政博（丸亀市キッズウィーク推進協機会事務局） 

ファシリテーター 岩崎 比奈子（(公財)日本交通公社 主任研究員） 

※パネリスト・ファシリテーターは敬称略 

 

岩崎 

こちらの分科会は『民間が参画して進めるキッズウィーク』ということで進めてまいります。 

少し重複にはなりますが、黒岩さんから、草津町では商工会や旅館組合として今回の動きをど

のように捉えていて、どんな議論をしているかといった点をお聞かせいただけますでしょうか。 

 

黒岩 

私は草津町の出身です。子どもながらに草津の人たちというのは長時間労働で、子どもたちが

学校から帰ってもお父さんやお母さんはいなくて仕事に行ったままで、お休みの日ももちろんお

家の人と一緒じゃないっていうことは感じてきました。私が学生の時から何十年経った今であろ

うが全く変わっていません。私は女将として自分の子どもに対してどうしたかといったら、かな

り心がけてきたつもりです。お休みの日は一緒にいようと。でも今回のスライドを作りながら、

子どもたちは、親が夜、帰った時にはもう寝ていましたみたいなことを結構繰り返していたかな

と、ちょっと反省して寂しくなりました。 

ですので、本当に今回のキッズウィークで、子どもたちが、私は6月を理想としているのです

が、「6月何日は父ちゃん母ちゃんも休みなんだよ、だから絶対どっか行くんだ」とか「何々にし

たいんだ」っていうのを1年に一度でいいから、草津中の子どもと親が楽しみにする日っていう

のを、絶対作りたいと思っています。それは私たちの子育て時代の反省も込めていますし、自分

が子どもの時から感じていた「草津のおかしなところ」を改革していく、そういう意味も含めて

今、頑張りたいと思っています。 

 

岩崎 

黒岩さんから「6月の火曜日か水曜日」という具体的な日が出てきました。これはアンケートを

実施して出てきました。これまで何となく感覚として「週の真ん中がいいだろう」というのはわ

かっていたけれど、アンケートを実施したことで明確になりました。これでまた議論が進むかと

思うのですが、実は丸亀市は今、実施日を決めることにとても苦労されているということです。

これから新たにキッズウィークをやろうという地域にとって、いつ何のために休むのかという議

論はとても難しいと思うのですが、今、丸亀市ではどのような議論になっているのでしょうか。 

 

泉 

丸亀では、とにかく平成30年度からやるのだということで決まってから時間がなかったもので

すから、学校行事の代替ということで、日程が決まりました。ですからほとんど我々はそれに対

して意見を挟みませんでした。挟めなかったということです。学校規則を改正しませんから、校
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長権限は学校の中で非常に強いのですね。そこまでは今年は無理だろうと思っていました。 

今後、市民の合意を少しずつ得ながら、その中でキッズウィークをどう活かしていくかという

考えを持ってやります。1年経った反省の上に立たないと、保護者の声が聞けないと、やはり学校

にも分かっていただけないということで、うちはアンケート調査を1年中やりました。１学期の

結果を学校側に示したところ、学校も保護者の声を聞いて変わってきた部分もありまして、10月

19日から22日が良いという学校が多くなってきました。 

 

岩崎 

丸亀市というところは、何か大きな観光資源があって来るというよりはお城を中心に観光客が

訪れるところです。かつてはおそらく大きなお祭りなど年に数回のイベント時に集客する観光だ

ったかと思います。ただ今は、皆さんご承知のように日常生活を訪ねにいく観光も盛んになって

きています。全体会で造船所ツアーのお話もありましたけれども、ものづくりの現場を訪ねると

いうのも観光資源になりうることを考えると、子どもたちに地域を知ってもらう機会としてお休

みをどう設定するかといったように総合的に考える機会になったかと思いました。 

丸亀市には世界水準の造船会社があり、びっくりするくらい高度な技術を持っておられます。

そこへ平日に稼働している工場の様子を見に行くという機会を街として提供するというのが、一

つ丸亀市におけるキッズウィークの核になるのかなと感じています。 

引き続き泉さんにお伺いしたいのですが、実は今回、事業者向けにアンケートを行いました

ら、あまり回収率がよくなかったですね。おそらく今後、丸亀市としては、民間の事業者にいか

にキッズウィークを理解してもらって参加してもらうか、そのプロセスが重要かと思うのです

が、いかがでしょうか。 

 

泉 

私は今、商工会議所におりますが、市内にはもうひとつ合併した商工会があります。やはり顔

と顔を付き合わせると協力してくれるという部分はありますので、事業者訪問をしてキッズウィ

ークの情報を早く出すことによって、事業者の理解も上がっていくのではと思っています。 

ただ、やはり難しいのは介護の職場ですね。いわゆる第2次産業と第3次産業が多いところな

のですが、やはり介護の職場や24時間体制の職場、それと中小企業で一人親方、特に大きい企業

があると、一人親方が2人か3人、下請けの下請けというのがたくさん出てきます。それは仕事

をすればするだけ、休まないで仕事をすると儲かる仕事場です。若いときに儲けるというよう

な、特に造船にはこうしたケースが多いので、それは非常に苦労すると思いますが、それでもお

話はしていきたいと思っています。 

 

岩崎 

アンケートは市内へ広く取るのだけれども、その後はやはりコミュニケーションをしっかり取

って、「どこが難しいのですか」などと聞いていく…というアナログなのかもしれないですね。 

中小企業が多いということでは草津町も同様です。小規模経営の旅館も多いと思いますが、経

営者の都合ばかり言っていてもなかなか進まないと思います。黒岩さんは女将として日頃から従

業員とコミュニケーションを取っておられます。従業員が今どんな気持ちで働いていて、どんな

休み方を希望しているか、だからこういうふうにやるのだ、というそのあたりのエピソード教え

ていただけたらと思うのですが。 
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黒岩 

色々な事情で草津に働きにきて、そのまま草津に定着された方、女性の方が多いです。 

その中で、旦那さんの扶養の中にいたいからあまり働きたくないという人、単身で草津に来て

寮に入って頑張っている人、いろいろな事情の人がいますが、子どもを持って草津で働いている

人としては、お掃除のパートが一番多いですね。夜も働いてお金を稼ぎたいという人もいたりす

るなど、いろいろな事情の方が働いている観光地特有の人々の構成というものがあり、キッズウ

ィークがどのような力をもたらすのか、まだわかりませんが、それでも「一年に一度は休めるん

だ」という楽しみを作るという意味では、今回は本当に大きなきっかけになったと思います。 

 

岩崎 

なぜこのお話を伺ったかというと、キッズウィークを進める際には、「様々な子どもがいる」と

いうことを認識しておくべきだと感じているからです。例えば、お父さんお母さんが保護者では

ない子どももいるのですね。お爺ちゃんお婆ちゃんが保護者だったり、お父さんもお母さんもい

ない子どもがいたり。先ほど武雄市長がおっしゃっていた貧困の問題など、色々な子ども、色々

な家庭があるということを、キッズウィークを進めるときにはきちんと認識しておかないと片手

落ちかと思った次第です。 

 

黒岩 

全国の18歳未満の子どもがいるひとり親世帯は全国平均で約6.5%くらいだと思います。一番

多い都道府県は高知県で約10%程度、つまり10人に1人の子どもがひとり親という状況。草津町

は、15歳以下、小学校中学校のひとり親世帯の割合が20%です。5人に一人はひとり親という状

況です。特に小学生が18%ぐらい、中学生になると23%ぐらい。ですので、今回のキッズウィー

クは、単にお休みを取るというだけではなくて、そこにひとり親という家庭環境の中で、どうし

たって働かなくちゃいけない、収入が足りないお家がある。そういう子どもたちも含めた中で草

津町のキッズウィークを考えていかないといけない。ぜひどの家庭にも幸せな気持ちを運ぶキッ

ズウィークになるように頑張りたいと思っています。 

 

岩崎 

おそらく本日、お集まりの皆様の地域事情も様々だと思いますし、お立場も色々だと思います

が、そういう家庭もありますし、子どものための施策であるからこそ、多様な子どもがいるとい

うことは頭においていきたいと思ったので、あえてトピックとして入れさせていただきました。 

そういった多様なお子さんがいる一方で、多様な親御さんもいるわけでして、草津町は多くの

お父さんお母さんが旅館や商店で働いていて、ある意味で一丸となりやすい。「昔からこういった

休み方があったらよかったね」という話がよく出てきました。その一方で丸亀市は、高松へ通勤

したり、瀬戸大橋線ができましたので岡山へ通ったりと色々な親御さんがいる中でキッズウィー

クをどのようにご理解いただいて進めていくかについては、悩みも多いのではないでしょうか。 

 

泉 

香川県は小さい県なのですけれど、臨海部に昔は今日の50倍くらいの企業がばーっと張り付い

ていました。周りに大きな企業があるものですから、海外から働きに来ている方も含めてそちら

に住んでおられる。高等学校の子どもも瀬戸大橋線が便利で、40分で岡山の学校まで通学できま

すので、逆に岡山からも通学してきます。 
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先ほど県がリーダーシップを取ってくれればと言ったのですが、これもそれぞれ自治体は長が

いますので、首長の考え方によって市や町は大きく変わってきます。この辺をいかに説得してい

くか。そのためにまず私たちは、定住自立圏を作っています。私が中小企業勤労者の中讃勤労者

福祉サービスセンターの事務局を預かっていたときに、定住自立圏を活用しまして、2市3町の企

業、300人以下、3億円以下の中小企業ですが、そこの企業の方もセンターに入れるようにしまし

た。市、町からも運営補助金を頂いたり、定住自立圏は特別交付税で裏打ちがあるから持ってい

ったのですけれど、そういうことを利用してもらって、ぜひこのキッズウィークをまずは丸亀市

を含めた2市3町（記録者補足：丸亀市・善通寺市・琴平町・多度津町・まんのう町）に広げて

いきたいです。香川県はこの2市3町で20万人近い人口になります。そうなると色々広がってく

ると思いますので、やれるところからコツコツとやっていきたいと考えています。 

 

岩崎： ここで会場からご質問などお受けしたいと思います。 

 

参加者（武雄市） 

武雄市役所商工課の者です。武雄市では行政主導ということで、市長をはじめ企画政策課が旗

振りをする、それで各部局が協力するという中の商工課は、企業への周知関係、あとはバスツア

ーも我々が携わった部分であります。武雄市の「今後の展開」について、特に周知活動の強化、

企業への働きかけの強化について、こうした外に伝えるというところが今後、来年の取り組みと

して重要かと思っております。 

先ほどお話があったようにアンケートの回収率が20%台だったことからも、企業によっては

「これは教育だから関係ない」と考えているところも多いのではないでしょうか。行政が主導し

ているとはいえ、企業のご協力がないとキッズウィークに参加する方も増えないと思います。 

私がなぜこの『民間主導』の分科会に入っているかといいますと、そういった企業目線、商工

会議所目線、経営者の目線、教育委員の目線で、どういった部分から働きかけていったらよいと

お考えでしょうか。具体的には、民間に対する周知活動のポイントといいますか、チラシを数多

く配布するというところに関してはやり方があるのですが、どのように伝えるかというところを

考えていきたいと思っています。 

 

泉 

参考になるかわかりませんが、公務員は完全週休二日制ですよね。企業は週休二日制といって

も「完全」と「単なる」週休二日制と二つあるのですね。土日、月1回休んだら週休二日になる

のです。週休二日制といったら公務員なら毎週休めますよね。でも、違うのですよね。そういう

ことがはじめ私も分からなかったのです。完全週休二日制の企業がいくつあるのか、これは調べ

てみると土曜日でも休めてない企業は地方にはなんぼでもあるということです。大企業は休むけ

れど、全部下請け任せだから休めるのであって、ですからまず、これを知ることによって企業に

とってどうしたらいいかということを私も考えないといけないと思っています。 

民間企業に勤める優秀な営業マンの知人によると、事前に営業先の企業の特徴なりを全部調べ

て、無理なところは通しても仕方ないから、色々な案を考えていくそうです。そういった事前調

査を行って、すべからく全部の事業者へ行ったところでたかが知れていますから、代表的なモデ

ル企業をよく捉えて、そこをひとつひとつ崩していくということかと考えています。 

建設会社のある社長が言っていた嬉しい話なのですが、自分のところの会社で聞いたそうで

す。「キッズウィークがあるけれど、取るなら申告してこい」と。規模が小さくなればなるほど仕
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事優先ということかと思いますが、企業の手の内を知るところから始めるといいかと思います。 

また、当方の委員に労働基準監督署と労働局の雇用関係均等室長をやっている方がいます。そ

こへも行きまして、「こういう結果が出ているので協力してくれ」と。これに対して労働基準監督

署の所長は、「うちはいつでも入りますよ」と言ってくれます。ただ、労働基準監督署が「年休の

時季指定を指導しますよ」と言うと、たいていの企業はそれ以外のことも調べるのではないかと

考えるのですよね。そういったことで、労働基準監督署も動いてくれるし、経営者協会も運動を

勧めている。こうしたところや経済同友会とか、企業グループとかありとあらゆるところにお願

いをしに行っています。まずそれから動いて、それから戦略を考えていこうと。これは1年2年

では到底無理な話なので、相手のことをよく知ってから話し掛けていく。 

恐らくご存知の企業もいくつかあると思うので、まずはそこに声を掛けて、それと商工会議所

と仲良くしてください。商工会議所は地域の経済発展と振興と住民の福祉の増進もきちんと定款

の中に謳いこんでいますから、一緒に考えていこうと思います。 

  

岩崎 

やはり相手を知るというか、こちらも実感を持って施策の説明ができなければ相手も聞いてく

れませんね。「手の内を知る」とおっしゃったことが、とても印象に残りました。 

また、「モデル企業」ですね、地域を代表する企業を巻き込む。「あそこがおやりにやるなら、

うちも」といった少しずつでも実績を重ねていくことが大事ではないかと、泉さんのお話を伺っ

て思いました。“リーディングカンパニー”が地元にはあるでしょうし、“名士”といわれる方もいら

っしゃると思います。今回、丸亀市で造船所のツアーを催行して下さったのは、商工会議所の会

頭の会社でした。まず会頭のところに「造船所での親子ツアー、ぜひお願いします」とお願いに

行ったところ、非常に好意的に受け入れていただいた。とても素晴らしいことだと思います。 

やはり最初から全部の企業に、というのは難しいですから、各業界のリーディングカンパニー

を1社ずつ押さえていくとか、あとは応援団でしょうか。経団連、同友会、経営者協会などにま

ずは仲間を作って、同じ“言語”が通じる人から、さらに周りの企業へ説明してもらう。もし行政

（公務員）からの説明が難しいようでしたら、そういった方法がいいのかなと、私が泉さんから

学んだことです。 

 

参加者１ 

ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただいて、来年度の我々のキッズウィークの周知

と巻き込みにつなげていきたいと思います。 

 

泉 

私の方も、武雄市のイベントについて勉強させていただきたいです。 

 

岩崎 

実は、先ほどの全体会で、ぜひ武雄市長にお話ししたかったことがありまして、それは、武雄

市や（翌週、大阪で開催する本シンポジウムに登壇する）八戸市には、文化政策に非常に熱心な

市長がいらっしゃいます。何を申し上げたいかというと、キッズウィークというのは、単に平日

に休みを動かすということだけではないと思うのです。最終的には文化政策、子どもへの福祉の

施策であることを考えますと、武雄市長がされたように理念として文化政策に関連づけた上での

キッズウィークであろうかと思います。 
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また、こども図書館のような舞台がないと、親子のふれあいといってもどこで何をやるのかと

いう話になるかと思いますので、ハードとソフト双方の組み合わせが重要かと感じています。 

 

黒岩 

実は草津温泉は観光業界の人間同士の仲がいいのです。旅館経営者同士の連携も取れており、

町のイベントも旅館協同組合や商工会が一緒に協力して行っているところが自慢です。また、幼

保小中、1校ずつしかないので、教育的にもやりやすいです。すべての先生への周知徹底も早いで

すし、町の人口も少ないので、そういう点では、丸亀市や武雄市に比べると大変なことはないと

思うのですが、草津で周知徹底していくために、どのようにしたらどんどん広がるかなと考えま

すと、ひとつ最近、実際にあったことなのですが、「ある旅館さんは最近、従業員さんに有給休暇

を取らせるために休館日を作るようにしたらしいよ」という話が出たのです。それを私も主人に

申しましたら、「いやぁ、偉いなあ。うちもそれやるか」となりました。ですので、ある旅館のイ

メージアップにつながるようなことをしたら、うちも真似しようかとなるかもしれません。この

ように刺激し合うとどんどん広がるかもしれませんね。キッズウィークに関する優良企業をどん

どんピックアップして「こんな感じでご協力いただいています」とご紹介いただけると、それに

刺激をもらえるかなと思います。 

 

岩崎 

「あそこがやっているならうちも」というようないい意味での競い合いというか、「周りがやっ

ているので、うちもやらないと恥ずかしい」といった雰囲気になるといいのかなと思いました。 

 

参加者 

ご指摘のとおり、モデル的なところ、リーディングカンパニーが進めていくのは非常に重要だ

と思っております。我々としても会員企業、こういった施策を進めている地域に関しては、ぜひ

そういうところの地域にある企業に勤めている方がいればご配慮いただきたいということで進め

てはきているところです。ただ、悲しいかな、点での取り組みという形で、丸亀市、武雄市を含

めてまだまだ広がりが足りないと思っているところです。これは各市の関係のところがなかなか

進めにくいというのがあって、非常に難しい問題だと思っております。そういう意味で、草津町

など町村のような小さいところは非常に進めやすい、地域との一体性というところがあって非常

にやりやすいと思うのですが、悩みはやはり大きなところ。市、東京都の区の部分、あるいは東

京近県に広げていく上で、こういったいい事例を横に展開してくというのもそうなのですが、そ

れ以外に国としての支援策とか、あるいは行政の対応としてどうあるべきなのか、あるいは経済

団体にどういったことが求められるのか、といったところをお二方からご示唆いただければ。 

 

岩崎 

私が、草津町からぜひこのお話をと思ったのが、姉妹都市の葉山町とのことです。草津町と葉

山町は姉妹都市の関係で、お互い色々な交流を行っていますが、ひとつキッズウィークもあるの

ではないかという議論が出たことがありました。山の子と海の子がお互いに行き来することにつ

いて、それをキッズウィークのひとつの意義にできるかな、という話を少ししましたね。 

 

黒岩 

草津町と葉山町は姉妹都市ですので、理想としてはお互いにキッズウィークをやって、草津の
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子が葉山に行った時に何か特典がある、葉山の子が来た時も草津で特典があるという形になれば

いいなと思います。 

また、例えば「キッズウィーク特典」のようなものを作ると面白いかと思います。それがまた

各観光地の魅力アップにもなりますし、それとともにキッズウィークというものを、どこどこの

街がやっていて「家族で行ったらお得だったらしいね」ということでしたら全国に広がるかなと

思いますので、また何かそうした施策がありましたらお願いいたします。 

 

岩崎 

姉妹都市というのは一つのわかりやすい例であって、ある土地に出かけて行って、そこで学び

があるというのは、キッズウィークの一つの魅力かなと思います。ですので、わかりやすくいう

と姉妹都市だったのですけれども、お互い何かつながりがある地域と組んでやるというのはある

かと感じています。 

今年度の本事業は、一自治体においてアンケートを実施したり試行事業を行いましたが、今後

何か国などから事業立ち上げのための支援をいただけるとしたら、複数の自治体で組んで、もし

くは広域で実施する調査事業・試行事業などを支援いただけたら…という意向が聞かれました。

例えば草津町と葉山町において試行的に旅行商品を作ってみよう、その成果と反省点を把握する

調査を実施したいということかと思います。 

 

泉 

経営者協会が毎月出している会報で、経団連が年次有給休暇の取得促進とかワークライフバラ

ンスの推進等の運動をされていることを初めて知りまして、「実はうちもキッズウィークという取

り組みをやっています」と経営者協会に記事掲載を頼みました。経済界は認識がなく、特に市街

地が弱いという状況ですが、経営者協会なら市街地の企業の経営者も入っておられるので、ぜひ

とお願いしましたら会報にすぐ載せてくれました。それがありがたかったです。 

もうひとつ、日本人は悲しいことに周りを気にしすぎて、周りが忙しいから休まないという人

が非常に多い。さらに、病気になったときのために年休を取らない人が地方は多い。こういった

事実があるので、できるだけ粘り強く取り組んでいただけませんか、とお話はしています。 

今後、何かありましたら、「キッズウィーク」という言葉を経団連の運動の中にぜひ入れていた

だきたいと思う。そうすると少しでも経営者の方にキッズウィークの意義が伝わると思います。 

 

岩崎 

今後について、一言お願いしたいと思います。 

 

泉 

来年度は3分の1の学校が10月19日から22日の天皇陛下の即位の礼を利用してキッズウィ

ークをやります。2020年度からは一本化することが決まっていますので、それまで今から1年半

かけて、できるだけ武雄市のように、もちろん休めない子どもたちへの対応も含めて、取り組ん

でいきたいと思います。 

 

黒岩 

できるかわかりませんが、今年の6月あたりに総合学習の時間を使って、まずは1回やってみ

たいと考えています。来年度からは6月の火曜日水曜日あたりにできたら、と思っています。  
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キッズウィーク推進シンポジウム 大阪会場 

全体会 パネルディスカッション 

 

日時：平成31年3月15日（金）14:20～15:50 

場所：TKPガーデンシティ大阪梅田 カンファレンスルーム8C 

パネリスト     青森県八戸市 安原 清友（八戸市役所 八戸ポータルミュージアムはっち館長） 

         岐阜県白川村 水川 和彦（白川郷学園校長） 

           群馬県草津町 黒岩 智絵子（草津町教育委員・旅館女将） 

           香川県丸亀市 泉 政博（丸亀市キッズウィーク推進協機会事務局） 

         佐賀県武雄市 朝重 良三（武雄市役所） 

ファシリテーター 岩崎 比奈子（(公財)日本交通公社 主任研究員） 

※パネリスト・ファシリテーターは敬称略 

 

岩崎 

本日は2部構成になっております。この全体会では、分科会に分かれる前に共通に議論しておき

たいこと、課題やヒントを中心にお話しして、官民でどのような連携をしたらいいのかといったお

話ができたらいいかと思っております。分科会では、会場の皆様からのご質問を受けてそれにお答

えするといった場にしたいと思います。 

本事業に取り組んだ9つの調査実施地域の中から、できるだけ様々な地域のお話を聞こうと、本

日は5人の方にお越しいただいております。これから、各地域でどのようにキッズウィークを推進

しているか、草津町についてはこれから検討ということですが、取り組みの概要をそれぞれお話し

いただきたいと思います。 

 

プレゼンテーション①：青森県八戸市 

安原 

八戸市の概要ですが、青森県内第2の都市で、商圏人口は岩手県北エリアも含めて、実は県内で

は一番大きく、60万人ほどのマーケットを持っております。交通の要衝でもあります。あとは水産

業がさかんな水産都市という顔もございます。 

私が現在所属している八戸ポータルミュージアム「はっち」についてご紹介します。「新たな交流

と創造を生み出す施設」と書いていますが、一言でいうと「まちを元気にするための施設」です。

中心市街地の活性化を目的にしており、平成23年2月11日にオープンいたしました。平成23年

3月11日、3.11のちょうどひと月前にオープンした施設です。 

では、どういう形でまちを元気にするかというと、地域の資源を大事に思いながら、まちの新し

い魅力を創り出すということで、地域の資源、地元に住んでいる人であったり、歴史文化、食、お

祭り、こういったものに「はっち」ならではの新しいものを取り入れて、魅力を作って人に来ても

らおうという市の直営施設です。私はこちらに異動で来まして、今、2 年目の立場ですが、基本的

に「役所らしいことをいかにしないか」というのがこの施設のポイントで、横丁を舞台にしたアー

トプロジェクトをやったり、「酔っぱらいに愛を」ということで、酒飲みを愛するイベントを仕掛け

たり、非常に役所らしくないイベントをどんどん仕掛けていこうとしています。 

ここからが本題で、キッズウィークについての八戸市の取り組みということで、「えんぶりの日」

の制定となります。毎年 2 月 17 日から、八戸市の郷土芸能である「八戸えんぶり」が始まります

が、その初日をお休みにしようということが八戸市の取り組みになります。体験的学習活動等の休
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業日ということで、今年からスタートいたしました。 

「八戸えんぶり」とは、毎年 2 月 17～20 日に開催され、豊年満作を祈る伝統民族芸能です。約

800年前から続いていると言われており、国の重要無形文化財に指定されています。烏帽子をかぶ

った太夫という大人たちが、田植えの動作を模した舞いを披露するのがメインになります。 

現在、約 33 組のえんぶり組が地域に残っています。それぞれすべて町内会単位で組織されてい

まして、大人も子どもも基本的にはその町内で組織します。なので、地域の大人が子どもをしつけ

ながら踊りも教えるという地域コミュニティの維持にも非常に役立っており、4日間、舞を披露し、

各家や店を周り、門付（かどづけ）という寄附を求める行為で活動費を得るお祭りです。 

烏帽子をかぶった太夫という大人の舞の合間に、地域の子どもたちがこういう祝福芸を披露しま

す。4 歳くらいの小学校に入る前の子どもが舞いに参加したり、今年、はっちでえんぶりを披露し

てくれた組は、太鼓も年長組の子どもがえんぶりでかっこいいリズムを叩けるくらいになるほど、

子どもにも非常に親しまれています。地域によってはえんぶりクラブを作っている学校もあります

し、総合的な学習の時間などでも取り入れている地域もあります。 

次に、取り組みの背景と目的というところで、3 つあります。国の方針は先ほどご説明があった

とおりで、学校教育法施行令の一部改正ということで、体験的学習等休業日が追加になった中、学

校ではどういう状況だったかというと、市内の児童生徒も地域のえんぶり組へ数多く参加していま

す。33組あるということは、各地域の組にそれぞれ参加して4日間、えんぶりに出るという状況が

既にございました。 

また、地域団体からの要望というのがありました。八戸地方にはえんぶり保存振興会というえん

ぶり組で組織する団体がありますが、そちらから平成 27 年に「えんぶりに参加しやすい環境づく

り」が市に要望として出されていました。 

こうした背景があって今回、教育委員会で検討し、えんぶり開催日に合わせて学校休業日「えん

ぶりの日」を制定したのでした。そうすることで、児童生徒が家庭や地域とともに伝統行事に参加

し鑑賞する、地元では参加することを「かだる」というんですが、かだるだけでなく見るという環

境づくりもして、それによって地域に対する誇りと愛着を育むことが狙いとしてあったと思います。 

具体的にえんぶりの日は 2 月 17 日と決まっています。曜日に関係なくこの 1 日のみとなりまし

て、対象は八戸市の小中学校ということになります。どのように学校休業日を捻出したかというと、

まず冬休みを変更し、1日減らしました。北国の青森は冬休みが約3週間ある中の1日を減らし、

2月17日を追加して、その日をえんぶりの日と制定しました。 

実施するにあたって中核となった推進主体は、八戸市の教育委員会が国の動きに合わせて素早く

対応したと言えるかと思います。協議会の有無については、協議会はなしです。えんぶりの日の制

定に合わせて教育委員会、八戸市ではそれぞれ様々な取り組みをしました。その一つ、教育委員会

が取り組んだのが、えんぶり出前授業ということで、博物館で実施したものですが、小学校に博物

館長が出向いて、えんぶりとは何かを学校で紹介する取り組みをしました。 

続いて市の取り組みです。「はっち」はまちを元気にするための施設、まちへ人に来てもらおうと

いう施設です。えんぶりの 33 組全部が集まって舞いを披露するのは、はっちの目の前の道路を交

通規制してやるんですから、はっちが何もやらないわけにはいかないだろうと。これまでやってな

かったのですが、小中学校をメインターゲットにして、楽しみながらえんぶりの魅力を学んでもら

おうということで、「何問解けるかな？えんぶり問題」という企画をしました。答えが分からないお

子さん向けにパネルを設置して、できたら「えんぶりマスター証明書」を発行しました。 

こういった取り組みを経て、今年度の成果です。八戸えんぶり全体で、今年 30 万 6,000 人に来

ていただきました。主催者発表になりますが、前年が29 万 3,000 人で、約 1 万 3,000 人増という
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ことになります。そして、えんぶりの日である2月17日の人手が2001年に集計を開始して以降、

過去最高となる20万3,000人、1日目だけで来ました。 

 今年の 2 月 17 日は日曜日ということもあって、市民観光客の方が見やすかったというのもある

でしょうが、やはり、えんぶりの日が制定されたということで、「じゃあ家族で見に行こう」という

きっかけになったんだろうというのは、この数字からも想像できるかと思います。ちなみに市の教

育委員会の出前授業の成果ですが、1月15日から2月15日、えんぶりの前の数週間で、12校、す

べて小学校で実施しました。 

はっちで取り組んだえんぶり問題の参加者数は全部で374 名でした。内訳は未満も入れて 10 代

が 41%、半数近くが 10 代でした。小中学校の校長会にもPR しましたが、えんぶりの日の翌日以

降、平日で学校は始まっているのですが、学校のクラス単位でクイズに挑戦しに来てくれる学校が

何校かありました。そういう意味では、えんぶりの日がきっかけとなって、地域の子どもたちがえ

んぶりにふれる機会ができたのではと思います。 

ちなみに、はっちの来館者数は毎日カウントしていますが、今年度、一番来館者数が多かったの

がえんぶりの日の 2 月 17 日でした。夏の三社大祭を上回る人が来て、えんぶり問題に対応するボ

ランティアの数も足りなかったと、来年に向けた課題として嬉しい悲鳴もありました。 

 

岩崎 

八戸えんぶりは大人の太夫が活躍しますが、子どもたちも舞いなどしっかり役割を担っています。 

続く白川村にも、地域に根ざした古くからのお祭りがあります。 

 

プレゼンテーション②：岐阜県白川村 

水川 

白川村は、霊峰白山のもとに広がる1,600人の小さな村です。八戸市の143分の1しか人口がい

ません。ただ、1,600人の村に180万人の観光客が来る観光立村でもあります。 

うちでは村の未来の担い手を育てるため、学校が地域に根ざした教育をどう進めるかということ

を一緒に考えていくためにキッズウィークを利用すると、そういう立場でうまくできないかなとい

う形で動かしたということです。義務教育学校というのは、全国に 3 万小中学校ある中で 82 校し

かなく、小6の卒業式がなくてそのまま9年間、完全一貫教育です。116人の子どもたちと一緒に

村の担い手を育てる教育をしています。 

うちの特徴は、少し八戸市と似ていますが、秋に「どぶろく祭り」という大きな祭りがあります。

大きな神社が4つありますが、日にちは決まっていて、八戸市と同じようにこの期間、村の子ども

たちのほとんどが村の祭りの行事の役割をもらっています。一方、学校の授業は、今日は4分の 1

が、今日は5分の1がというように子どもたちが抜けていくので、8日間になりますが、この期間

の授業はなかなか進められないのですね。それで悩んでいて、ではどうするかという時に「いっそ

のこと、どぶろく祭りの期間は子どもたちにとって本当に本気で村を学ぶ期間にしようじゃないか」

と。大人にしてみれば、村の手伝いをちょっとさせるという考えではなく、村の未来の大事な担い

手だから、準備から片付けまで子どもたちにも役割を持たせる時期にしようと考えました。 

そういうことで、学校管理規則を変えて通常の冬休み・春休みを少し短くして、始業式・終業式

も時間割のやり方を変えて、平日の土曜日の授業を少し振り替えたりして日程をとり、9月25・26

日、10月15～19日を学校休業日にしようという形にしました。 

デザインとしては、学校の授業実数は1時間も減っていません。確保した上で、休みの調整によ

って、4つの神社で行う、子どもたちは自分の地区の神社だけで2日間の祭りに参加するだけです
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が、あとの6日間は、その期間に勉強したことをまとめたり、獅子舞など地区ごとに全然踊りが違

うので、そういったものを見学に行って、自分の地域と比較しながら勉強するといった時期にした

いと考えました。 

そこでとても困ったことが、キッズウィークという新しい取り組みをしようとしても、それはと

ても難しくて、「この期間を休みにして、一体何をするんよ」という話が出ます。 

白川郷学園はコミュニティ・スクールという形式をとっているので、学校運営委員会とリンクし

て動かしていますが、学園、学校運営委員会、白川村教育委員会が中核として動かしながら、6 月

の段階で各地区の区長や神社の氏子総代、青年会、女性会、行政関係者、学校運営協議会メンバー、

教職員が全部集まって、キッズウィークにどう取り組んでいくかという企画会をやりました。ここ

に村長と村の役場関係が来れば、村が全部動きます。ここまでやって、周知の活動を一年目の実施

4 ヶ月前にやったということです。さらにこれでも足りないだろうと、「ふるさと白川郷ウィーク

Q&A集」を4回発行しました。 

また、地元紙に何度も記事を出していただき、広報活動をやりました。メディアを利用して広報

活動をやることと、村の各団体の長の方に理解していただいた形、それから学校からの広報活動を

やって動かしました。 

いよいよ本番ですが、子どもたちがキッズウィークの間に何をするかというのがこの取り組み表

です。うちは小1から中3まで学年によってペーパーが違いますが、この期間に計画を立てさせて、

祭りの見学や参加のほかに、作文や日記にしたり、俳句や短歌を作ったり、PR ポスターや、iPad

を1人1台持っているので、それで動画を撮るという形で動かしました。 

職員は学校が休業日なので、各地区を回る職員を置いたり、学校で子どもたちの相談に乗ったり

する職員を一部置くという形でやりました。もちろん、うちの学園の職員も祭りの一部で、村の神

社で劇をやるなど参加して一緒に楽しみました。 

キッズウィークは、親と子がふれあう時間ということで、天狗の写真が載った資料（ふるさと白

川郷ウィーク）がありますが、子どもたちは作文を書いたり、俳句を作ったりというだけではなく、

親子でどんなふうに祭りの期間を過ごしたかをまとめました。これは親子新聞なんです。いつもな

らそれぞれ役割が終わった、楽しかった、大変やったで終わるんですが、今年は学校に全児童のフ

ァミリーごとにこのまとめを貼っています。改めて、子どもたちが祭りというものをどう感じてい

るかが分かりました。 

今年度の成果です。新しい取り組みはなかなか悩みも多いのですが、子どもたちにとって祭りと

いうものを自覚させることと、その期間に親と子が一緒になって動いたという意味合いは大きいの

ではないかと思っています。課題は多いですが、そんなことで動かしています。 

 

岩崎 

学校が中心になって進めているということで、皆様のお手元にたくさんの配布物がありますが、

これだけ丁寧に保護者や子どもたちに説明しながら、マスコミにも情報発信をしながら進めてこら

れました。 

 

プレゼンテーション③：香川県丸亀市 

泉 

丸亀市は人口 11 万人の城下町で、古くは金比羅さんの港町として大阪からたくさんの金比羅参

詣が来て、物資の集散地としても発展しました。香川県の瀬戸大橋の近辺はみんなそうですが、昭

和 40 年代からは、周辺の埋め立てや土地区画法の整備で工業地帯に生まれ変わり、今では造船や
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化学、合成樹脂の工場などが立地する工業都市となっています。ため池が日本一たくさんあり、田

舎と適度に都市化した町が混在しています。 

キッズウィークの対象は公立の小中学校と認定子ども園の1号認定の子どもたち、34施設です。

私どもの市は離島を抱えており、児童1人の学校から、生徒数800人の中学まで、非常に多様であ

ります。 

取り組みの背景は、国がキッズウィークを導入した時に、市や商工会議所、教育委員会に対して、

日本商工会議所から導入の働きかけがありました。実はその時は何も考えていなかったんですが、

文部科学省が学校教育法の施行令を改正しました。国も本当にやるつもりなんだなということで、

我々と産業振興課が教育委員会に働きかけ、可能性を探っていました。 

この取り組みは、子育て支援として有意義な取り組みだということでやろうということです。後

でも話しますが、いわゆるトップダウンではなく、うちはボトムアップでいきました。その後、商

工会議所が正式に中心となり、関係課や教育委員会を含めた事前協議会を立ち上げ、協議をずっと

重ねてきました。 

なぜ商工会議所がリーダーシップをとったかというと、商工会議所は地域の経済振興はもちろん

のこと、住民の福祉向上などの色々な国の施策の推進役を担っているので、商工会議所の会員はも

ちろんのこと、地域団体や市民から信頼される会議所として、住民が幸福になれる住民本位のプラ

ンにできるだけ取り組んでいくという考え方が昔からあったからです。その後、事前協議会でキッ

ズウィーク推進計画を作成し、平成29年12月に全国に先駆けて推進協議会を設立しました。 

キッズウィークの期間と対象者ですが、当初は全市一斉にやりたかったのですが、学校現場でま

だ色々問題がある中で、すべて課題が解決したらやろうというのではなく、やれるところからやっ

ていくというのが、当市の考え方でしたので、公立の学校や幼稚園が行っている運動会などの学校

行事の代替休業日をその他の時期の土日、国民の祝日、連休と組み合わせて 3～5 連休のキッズウ

ィークを作り出しました。ゴールデンウィーク中、4月と5月に2日谷間の日があったと思います

が、以前から、一部の小学校でその日のどちらかにしようというと、非常に保護者から好評だった

そうで、それがヒントになりました。 

丸亀市と商工会議所が 50 万円ずつ出して、周知のポスターも作りました。とにかく周知啓発が

大事ということで、キッズウィークとは何かを市民はほとんど知りませんので、こういったチラシ

を全戸配布しました。 

学校によって全然日にちが違うので黄色い部分にそのことを書き、この学校は何月何日というの

を印刷して、事務局担当者や印刷屋さんをとても悩ませたんですが、生徒1人の学校から800人の

学校まで作り出しました。学校行事の振替が原則なので、これは学校長命令の範囲内で処理できま

すから、現在のところは管理規則については変更しておりません。 

具体的な内容ですが、中核となる主体は商工会議所、行政と教育委員会の職員です。この事業は

これら行政の関係課長、経済団体の組織、事前協議会幹事会が中心となって、計画策定から協議会

の立ち上げまでボトムアップで作り上げてきました。この中に市民活動推進課などの課長は要るの

かと思いますが、将来的に一本化した時、子ども向けイベントをしていかないといけないので早く

から入っていただくことが大事だろうということで、了解を得て早くから入っていただいています。 

もう一つ大事なこととして、キッズウィーク事業の正否を握るのは、キッズウィークの認知度の

ほか、子どもの休みに合わせて、親が休暇を取得できるかが大きなカギです。地方では生産年齢人

口の減少や慢性的な人手不足が大きな課題です。事業主によっては、年休取得によって従業員の休

みが増えたら、企業活動に大きな影響が出るといった否定的な意見をお持ちの方も確かにいました。 

そのため周知啓発に力を入れ、取り組んできております。この事業が本当にどういう効果をもた
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らしているのかを把握するために、今回の経済産業省の事業としてアンケート調査も実施しました。 

具体的な取り組みとしては、造船所見学があります。この造船所はドックの長さが 600m、今作

っている船が 400m、2 万個積みのコンテナ船です。これだけのものが丸亀で作られていることを

子どもたちはあまり知りません。そういうこともあり、たまたまこの日に7つの小学校がキッズウ

ィークで休みでしたので、この子どもたちを対象として工場見学をしました。平日なので、工場は

もちろんフル操業中です。造船というのは、3K の一つの象徴とされている時代もありましたが、

こういう現場や働く人達を見学することは、企業PRや地域の産業の実情を知ることになり、参加

した方は大変喜ばれており、子ども向けイベントの一つの事例として私たちの参考になりました。 

これは当日の見学風景ですが、工場が大変大きいのでほとんどバスの中で、ブロック組み立てが

主なので、2,000tくらいのブロックを動かすクレーンもあったりして、バスを降りて見学できると

ころがとても少なかったのですが、会社から100名近くの方が安全管理のために出ていただき、私

どもの職員も30名ほどが参加して安全管理に努めました。 

今年度の成果としては、台風の接近によって1校が参加できませんでしたが、ほとんどすべての

学校から約1万人が参加しました。もう一つは公立保育所の対応です。両親が共働きなので平日に

休みを取って下さいというのは、なかなか難しいのですが、「保育所の子どもさんについても親御さ

んが休暇を取れる時は子どもさんと一緒に過ごしてください」というお願いのリーフレットを別に

作って配付して協力を求めました。細かい内容についてはわかっておりませんが、おそらく10%く

らいの方に協力いただけたのではと思います。 

キッズウィークに関するアンケート調査の結果を一部紹介します。丸亀市のキッズウィークを

「知っていた」という回答は58%でした。5段階評価としては、「よかった」という評価が36%で、

肯定的な評価が批判的な評価を少し上回りました。一番大事な「子どもとともに過ごせたか」とい

う問いに対しては、「過ごせた」と回答した保護者が、これも 58%でした。ただ、年休を取ったと

いう方はその58%のうちの4分の1しかいませんでした。子どもと過ごせなかった理由を聞くと、

「勤務シフトや業務の忙しさ」「周囲が休まないから休まない」と、日本人特有の休暇に対する考え

方が明確に出ていたと思います。一番多かったのが、企業では病休が非常にマイナス要因になるこ

とが多く、「病休に備えて休みをとらない」という考えを持つ保護者の方が結構いました。 

今後は、協議会には香川県労働局の雇用環境検討室の室長、丸亀労働基準監督署の所長にも当初

から入っていただいていますので、連携して、こうしたことの改善と勤労者と事業主の意識改革を

進めていきたいと思っています。 

 

岩崎 

泉さんは、実は市役所のOBでいらっしゃいます。中核となった主体の丸亀市からは様々な部署

が入っていますが、要は将来の幹部になる課長クラスに協議会に参画してもらっています。また、

総合計画の中にキッズウィークを入れ込んだり、協議会の会則も泉さんがお書きになりました。市

など各方面と細やかなコミュニケーションをとった上で、こうした体制づくりの仕込みもしてきて

今がある、ということをご紹介したいと思います。 

 

プレゼンテーション④：佐賀県武雄市 

朝重 

資料の表紙の下の方に、「それ、武雄が始めます」という文字が載っていますが、これは昨年 11

月に発表した市の新しいキャッチコピーです。市民一丸となって新しい未来を作るという想いをこ

めており、「それ」を今回にあてはめますと、「キッズウィーク、武雄がはじめます」というように、
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「それ」の部分にあてはまるものをたくさん見つけていくことで、活気あるまちづくりにつなげて

いきたいと考えています。 

武雄市は県西部に位置し、1300年の歴史を誇る温泉郷です。中心駅も武雄温泉駅ということで、

温泉のまちとしてPRしていきたいと考えています。また、隣に有田町という焼き物の里がありま

すが、武雄市にも400年以上の歴史を誇る武雄焼きという焼き物があり、陶芸の里としても知られ

ています。2022年には、九州新幹線西九州ルートが、武雄温泉駅と長崎駅の間で暫定開業します。

これに向けて橋脚の建築やレールの敷設などの工事が急ピッチで進んでいるところです。長崎県に

は長崎と佐世保という2つの大きな街がありますが、これらを結ぶ結節点という位置づけで、そう

いう地の利も今後高まってくるので、西九州のハブ都市を目指して、交通の利便性や温泉、焼き物

などの地域資源を活かした地域の活性化に今後、一層取り組んでいきたいと考えています。 

武雄市の人口は4万9,000人余りで、今回の「たけおキッズウィーク」の対象となる小中学校の

数は16校、生徒数は約4,000名となります。武雄市では2学期制を採用しており、10月の第2月

曜日の体育の日までが第一学期、その翌日からが第二学期で、この学期間の狭間で学校休業日を設

定して、キッズウィークの取り組みをしたところです。 

キッズウィークに取り組むに至った背景と取り組みですが、武雄市としては以前からまちひとし

ごと創生総合戦略にも掲げていますが、ワンランク上の子育て教育環境整備を最重要事項として掲

げ、各種施策を推進してきました。 

例えば、武雄市図書館が平成 25 年度にリニューアルオープンしましたが、民間の活力を活かし

た新しい公共の場、語らう場というコンセプトで新しい空間創出をしたところですが、そこに隣接

する場所に平成29年10月、武雄市こども図書館という施設をオープンしました。児童書や絵本を

中心に所蔵していますが、周りに芝生や砂場、ハンモックなどを設け、子どもの育ちを応援する場、

多世代が交流できる場というのがコンセプトです。翌年の平成 30 年 4 月には、武雄市に競輪場が

ありますが、その入口横に武雄競輪場公園を作り、子どもたちが遊べる遊具や、BMX で遊べる体

験の場も設けています。このように子育て教育環境の整備に努めてきたところで、市民の皆さんに

もぜひ親子でこういう環境を活用して、ゆっくり時間を過ごしていただきたいというのがキッズウ

ィークに取り組む背景となっています。 

目的としては、やはり家庭教育というのが基本にありますので、子どもと大人が一緒に休むこと

で家族の絆や地域の方との交流も深めるきっかけにすること、親御さんも当然、学校休業日に合わ

せて休むことになるので、働き方改革も叫ばれているので、そういった流れの一環として、有給休

暇取得推進の後押しをしていきたいというのも目的としてありました。 

キッズウィークの期間と対象者ですが、学校教育施行令の改正に伴い、武雄市としても家族で体

験学習の日をどこに設けるかということで、教育委員会などを中心に協議をし、2 学期制をとって

いる関係で、学期の狭間に学校休業日を設けるのが、児童生徒の気持ちの切り替えにもつながるだ

ろうし、季節的にも10月は外に出て過ごしやすい季節ということで、10月第2月曜の前の週の金

曜日に学校休業日を定め、関係規則を改正しました。今年度のキッズウィークの時期については、

10月5日の金曜日が学校休業日にあたり、そこから4日間を期間に定め、初日の10月5日は市立

の小中学校全校を学校休業日として、夏季休業日の一部を移管した形です。 

期間中の具体的な取り組み内容ですが、武雄市の場合は行政が中心となってキッズウィークを推

進して参りました。市のホームページなどで広報活動を担う広報課も推進主体の一部に入っており、

そのため教育委員会部局、市長部局合わせて10部署で連携して推進してきたことになります。 

関係する10部署でキッズウィーク調整会議を去年3月に立ち上げ、そこから10月の実施に至る

まで計5回、関係者が集まって具体的な取り組み内容、周知啓発の方法などについて、協議をして
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きました。終わった後も2回検討会を行い、反省と次年度に向けたおおまかな方向性について協議

をしました。市長、教育委員会部局の両方が関係するため、私がいる企画調整課という庁内全体の、

特に重要施策について全体調整を担う係が中心となって連携会議を開催してきました。 

具体的な取り組み内容としては、こども図書館が去年10 月 1 日で開館 1 周年を迎え、キッズウ

ィークもたまたま 10 月 5 日になったので、こども図書館の開館 1 周年記念イベントを開催するの

がいいという意見があり、そこにあてております。基本的には、キッズウィークに合わせて何か新

しいイベントを立ち上げるのではなく、既にあるイベントや行事をこの期間に寄せ集めることで、

休みを取った家庭が色々な過ごし方の選択ができる環境づくりをしたらいいのではという方向で

協議をしてきました。その一つとして、こども図書館の開館1周年記念イベントをキッズウィーク

の期間に合わせて行ったということです。 

具体的な取り組み内容の2つ目の「家族DE職場体験バスツアー」は、経済産業省様と日本交通

公社様のご協力をいただいて開催できたもので、親子で普段見られないような建設現場を見たり、

競輪場の公園で昼食をとっていただいたり、宇宙科学館という社会教育施設のバックヤード見学な

どを体験していただくことで、地域のことをより深く知るきっかけにしていただきたいと開催しま

した。15組47名が参加され、申し込みも定員をオーバーし、非常に盛況のうちに実施できたので

はないかと考えております。 

3つ目の割引特典は、市内の21事業者にご協力いただき、家族で訪問された方に対する色々な割

引特典、ワンドリンクサービスなどをご用意いただき、特に市内の商業施設、観光施設、なかなか

普段平日は行かない家庭も多いと思いますので、そうしたところに足を運んで、市内のいろんな施

設で楽しんでいただけるような環境づくりも、民間の事業者のご協力をいただき、自助努力で色々

な割引なども設定いただき、実施しました。 

4 つ目は、そうは言っても、学校休業日に色々な事情で休めない保護者も当然いらっしゃいます

ので、保護者が休めない子どもの居場所づくりということで、放課後児童クラブを 10 月 5 日の朝

から開所し、各町の公民館でも放課後子ども教室という地域と一体となって子どもの居場所づくり

を行う事業があるので、可能な限り、このキッズウィークの期間に合わせて放課後子ども教室も実

施し、保護者が休めない場合も、子どもたちが地元で楽しんで過ごせる環境づくりも行いました。 

「家族DE職場体験バスツアー」のチラシは商工会議所、商工会を通じて各事業者に配布し、市

役所のホールにある電子掲示板でもチラシデータを掲載し、周知を呼びかけたところ、非常に好評

をいただき、定員を大きく上回る申し込みをいただきました。こちらのチラシは広報で作り、4 日

間の期間中に実施するイベントや割引特典の内容、保護者が休めない子どもたちの居場所づくりな

ども含めた情報を集約しており、実施する1ヶ月前の9月に市内全小中学校の生徒を通じて保護者

の方に配布をしたと同時に、市内の商工会議所や商工会、約1,200事業者に対しても配布しており

ます。さらに保育所、幼稚園の保護者にも配布しております。 

メディアでの広報も当然必要ということで、多くの新聞社や放送局などに関心を持っていただき、

一例として、地元の佐賀新聞では実施翌日に記事が掲載されました。 

最後に今年度の成果ですが、イベント参加者としては、こちらで把握できる限りで約 1,000 名、

21 事業者の割引特典の利用者は少なくとも約 800 名と把握しています。保護者向けアンケートの

結果ですが、4 日間の間に有給休暇を取得された方にアンケートをとったところ、2,600 通くらい

配付して約6割の方から回答があり、31.24%が有給休暇を取られたという結果が出ています。その

うちの91.7%が、子どもと一緒に過ごしたと回答されていたので、親子で一緒に過ごす環境づくり、

家庭教育の推進というところで一定の成果は出せたのかなと受け止めております。 

事業者向けのアンケート結果ですが、「たけおキッズウィーク」の取り組みを認知されていた企業
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のうち、「評価した」企業の割合は53.3%ですが、保護者と比べると取り組みの認知度がまだまだ低

いという実態がわかり、こちらについては次年度以降、事業者へのさらなる周知啓発を進め、保護

者が有給休暇を取りやすい環境づくりを、市としてももう少し後押ししていかなければいけないな

という思いを抱いたところです。 

 

岩崎 

本事業は調査事業ですので、このように実態や今後に向けた意向を数字として把握できたことは

非常に良かったと思いますし、来年度以降もぜひ活用していただきたいと思っています。 

武雄市については、私ども事務局がお伺いした最初の時に非常に印象的だったのが、横置きの資

料に縦に関係部署が書いてあり、タスクをいつまでにやる、いつまでにイベントを決めるという明

確なスケジュールが一覧になっていたことでした。つまり、市役所が中核になって進めるというの

は、部署横断で計画的にどの部署はいつまでに何をやらなければいけないかが「見える化」されて

いるということだと思います。加えて、市長の強力なリーダーシップで一丸となって進めたという

ことが印象的でした。 

最後は群馬県草津町ですが、ここまでの4地域は、既にキッズウィークを実施した地域です。草

津町では導入に向けて検討しているところです。 

 

プレゼンテーション⑤：群馬県草津町 

黒岩 

草津町は群馬県北西部の端にあり、隣は長野県に接しております。県庁所在地の前橋市から車で

2時間、東京からは電車やバスで3～4時間かかります。 

草津町ではまだキッズウィークは実施されていません。昨年6月に経済産業省の皆様にいらして

いただき、説明会を開催するまで、キッズウィークの存在すら知らない人がほとんどでした。その

ような状況の中で実施できるかどうかを探る大変有意義なアンケート調査を行うことができまし

た。関係機関の皆様に様々なご支援をいただき、心より感謝申し上げます。 

草津町では以前より、観光の町・草津に合った休日が求められてきました。今回、アンケート調

査をしたことにより、キッズウィークという休日の設定が、教育関係者や保護者に広く周知された

だけではなく、町民の方達にも知れ渡ることになりました。まだ協議会はありませんが、保護者や

教育関係者、商工会や旅館経営者が一堂に集まり、議論する機会も大変増えました。結論から先に

申し上げますと、キッズウィークを草津町こそ実施していくべきだというアンケート結果が出たと

思います。 

草津町の産業別就業者数ですが、草津町は古くから第一次・第二次産業がほとんど栄えることの

なかった町です。現在、就業者の 9 割以上が第三次産業に従事しています。その中でも、宿泊業、

飲食サービス業が半数を占め、観光産業に特化した特徴ある構造となっています。さらに、観光サ

ービス業の従事者の中で、65 歳以上が占める割合が 3 割以上と大変高くなっています。毎年 300

万人のお客様が訪れる活気ある温泉地ですが、近年、人口の減少、少子高齢化、一人親世帯の比率

の高さ、それに人手不足などの問題が顕著です。今から 20 年後の 2040 年には、草津町の人口は

4,000人にまで減少し、65歳以上が人口の半数、2,000人になると予測されています。 

次に今回のアンケートの内容になりますが、アンケートの対象者は大きく3つのグループに分け

られます。子どもたちへのアンケートは小学4年生から中学3年生までの全員に対し、帰りの会に

教室で実施しました。保護者へのアンケートは、幼保連携型認定子ども園、小学校、中学校に通う

子どもの全家庭に、子どもに持ち帰ってもらう形で配布しました。事業者へのアンケートは商工会
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と、旅館組合の会員へ郵送しました。 

草津町には子ども園、小学校、中学校がそれぞれ1校ずつしかありません。けれども幼小中が大

変連携しやすい町です。各学年は20～40人、1～2クラスです。町内には高校がありません。中学

校卒業後は、草津を離れて寮や下宿生活をする子も多く、「子どもと一緒にいられるのも15歳まで」

という想いで子育てをしている家庭も多いかと思います。私自身も3人の子どもと一緒に過ごした

日々は非常に短かったなと、今思いおこしております。 

アンケートの集計結果については、まず親の職業はやはり旅館、飲食店、商店が大半を占めてい

ることが、子どもへの調査からわかります。次に、保護者へのアンケートになりますが、お母さん

に答えていただいた家庭が多く、年齢は40代の方、子どもの数は2人や3人が多くなっています。

保護者の職業は共働きが断然多く、一人親世帯の方も皆さん働いています。事業者に対するアンケ

ートでは、経営形態は多くが従業員9人以下の家族経営的な事業展開となっています。 

「一緒に休日を過ごしていますか」という問いに対して、「はい」と答えたのは保護者の半数で、

これに対し子どもたちは3分の1でした。普段子どもたちがどんな休日を過ごしているのか、自由

に書いてもらいました。「ゲーム、勉強、部活動、友だちと一緒に遊ぶ」といったことが多く、「お

うちの人と何かをする」と書いた子が少なかったと感じました。次に「どうして一緒に過ごせない

のですか」と保護者に聞きました。「仕事、仕事、仕事…」。「子どもの休日こそ稼ぎ時」「観光地だ

から仕方がない」、どうにもならない悲痛な想いが訴えられていました。でも、親も一緒に子どもと

休日を過ごしたいのです。学校行事にもいつも参加しています。今後、キッズウィークを推進して

いく中でさまざまな課題や問題が出てくると思います。けれども子どもたちの率直な希望を大切に

しながら、休日のあり方を探っていくのがはじめの一歩かと思います。 

「キッズウィークを草津町で実施するとしたらいつがいいですか」という問いに対し、保護者と

事業者の回答を比較してみました。「火曜日、水曜日」が両者とも多くなっています。私が子どもの

頃から、運動会や授業参観などの学校行事は、大体火曜日と決まっていました。次に、月別では「6

月」が両者とも第1位に輝きました。キッズウィークを実施するとしたら、「6月の火・水曜日」と

いう目標がはっきりと見えてきました。 

多くの保護者からキッズウィークへの賛成の意思をいただきました。たくさん書いていただいた

自由記述の中で、「こんな制度があるのですね」「本当に実現したらありがたい」といった、こちら

が嬉しくなる応援の言葉が多く見られました。 

事業者の方達からも賛同をいただきました。働き方改革、人材確保、自社のイメージアップなど、

保護者はキッズウィークの実施について、職場が賛同してくれるだろうかということに一番不安を

感じています。これに対して、事業者の皆さんも身をもってわかっているのです。観光サービス業

での労働が子育て世代に大変なことを。両者が一体となって議論していったら、草津の今まで当た

り前とされていた労働が、改善されるきっかけになるかもしれません。 

私は旅館を営んでおりますが、今までに何回かキッズウィークを利用していらしたご家族にお泊

まりいただいております。さらに、旅館組合の人達との会話の中で、こんな話題が出たことがあり

ました。草津温泉から全国に向けて「キッズウィーク大歓迎です」と宣伝していったらどうかとい

うことです。キッズウィークでいらっしゃったご家族には、こんな特典がありますなど、草津への

誘客宣伝にキッズウィークを利用できたら面白いという提案でした。 

皆さんはご自分の住んでいる町で制定されている憲章をご存知ですか。「歩み入る者にやすらぎ

を 去りゆく人にしあわせを」。草津町の町民憲章です。1979年に制定されてから40年、子どもか

らお年寄りまで誰もが知っている言葉です。私たちはこの憲章に誇りを持って暮らしています。 

草津温泉はお客様を心から大切にしています。けれども草津町は、もっともっと町民も大切にしな
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ければいけません。そこで一句作ってみました。「親たちにやすらぎを 子どもたちにしあわせを」。

子どもたちへのアンケートの最後の項目で、今までで一番楽しかったお休みの思い出を質問しまし

た。みんな、たくさん書いてくれました。ニコニコしながら書いてくれたんだろうなぁと想像した

ら、胸がいっぱいになりました。私たちは必ず、この子達のために、おうちの人と一緒のお休みを

作ってあげたいと思いました。5月 5日は日本の子どもの日。でも、ゴールデンウィークです。草

津の親たちは忙しい。草津っ子たちが主役になれる「草津子どもの日」が必要です。 

私は教育委員となって、もうすぐ 18 年になります。子どもたちのために走り回る先生方や教育

委員会の職員の苦労を肌で感じてきました。温泉地という特殊な地域が生み出す負のスパイラルが

いつも働いています。断ち切らなければいつまでも続く連鎖が起きています。草津町の社会に大変

革をもたらすと信じて、キッズウィークの推進にこれからも頑張ります。 

 

岩崎 

本日、登壇いただいた5つの地域は皆、キッズウィーク導入の目的が非常に明確です。最後の草

津町については産業界からの要請でもあります。宿泊業界に就職する人材を確保するためには、や

はり休み方改革をやらなければならないという経営者の強い危機感がありました。いずれの地域で

も明確な目的があるからこそ、キッズウィークの推進に取り組まれているのだと思います。 

 

 

パネルディスカッション 

 

岩崎 

ここまでのお話で、キッズウィークの意義・効果はわかる、とは言え、阻害要因があるのではな

いかとお感じになったのではないかと思います。 

その一つが、「保護者が休めない」ということかと思います。色々なご意見がある中で一つには、

一つの自治体でやっていたのでは限界があると。保護者が隣の市に働きに行っていたりするので休

めないというご意見がありました。ですので、広域で進めていってはどうか、というご意見を、武

雄市と丸亀市からお聞きしたいと思います。 

 

朝重 

アンケートの結果を踏まえて見えてきた課題としては、やはり保護者の方がなかなか休めない、

働きかけをしたつもりではあったのですが、実際に有給休暇を取れた方が 31.24%だったと。残り

の7割弱の方は取れなかったという結果が出ています。 

この理由が何だったのか、色々考えてみたのですが、やはり保護者のアンケートの自由記述など

を見ていると、子どもは武雄市内の学校に通っているけれど、保護者は武雄市外の企業に勤めに出

ていると。特に市外の企業にお勤めの方については、当然だと思うのですが、経営者が「たけおキ

ッズウィーク」についてご存知ないことが多く、「キッズウィークだから休みたい」となかなか言い

出せない環境だったというご意見もいただいたところです。やはり武雄市だけではなく、佐賀県内

の周辺の市町も含めた広域的な取り組みが望ましいのではというご意見もありました。 

今回のアンケート調査で回答した保護者に、市内の企業にお勤めの方と市外の企業にお勤めの方

の比率を問う設問を入れていなかったので、今回のアンケート調査の中では比率がわからなかった

のですが、平成27年10月に国勢調査があり、その結果で比率がわかりました。武雄市の場合は市

内在住者が市外の企業にお勤めの割合が35.69%で、市内の企業にお勤めの方が61.65%、残り3%
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弱が無回答でした。今もほぼ変わらないと思います。 

今年度、武雄市としては商工会議所と商工会にご協力をいただき、武雄市内の事業者に対しては

5 月と 9 月の 2 回、キッズウィークの取り組みについてのチラシを配布すると同時に、総会など

様々な場でも市長をはじめ、関係者や担当職員もキッズウィークの説明を直接させていただく場を

設けたのですが、市外の企業に対する周知は全くできていませんでした。当然、そうした企業の経

営者には、武雄の取り組みについての情報はおそらく届いていなかったのだろうなということがわ

かり、そこが次年度に向けての課題と考えています。 

来週、早速佐賀県庁を訪問し、担当課に今回のアンケート調査の結果なども踏まえて、市外の企

業についても武雄の取り組みの周知啓発にご協力いただくと同時に、県内の他の自治体にもキッズ

ウィークの取り組みを後押ししていただきたいという協力のお願いができたらと考えております。 

 

泉 

丸亀市は学校ごとにキッズウィークの設定が違うのですが、まずアンケート調査をやりました。

「年2回もキッズウィークはとれません」という保護者の言葉が我々には堪えました。このアンケ

ートはその都度、1学期は1回、2学期以降の学校については1回、計2回と全部担当課を通して

実施しています。教育委員会に出して、例えば前期ができなければ中学校群ではどうかと申し入れ

をしましたが、今のところは無理ということです。 

ですが昨年からこの結果をもって、市の三役会に諮ってくれと申し入れをして、実は 2020 年の

全市統一、10月のおそらく第3月曜日をキッズウィークとして3～4連休にすることが決まってい

ます。子ども向けイベントについても教育面も考慮しながら色々と検討をしています。 

もう一つは、丸亀市には大企業が3つ4つありますので、55%の方が丸亀市内にお勤めで、市の

周りへ約35%がお勤めです。小さな市なので隣の市と言っても5キロくらいです。香川県労働局の

雇用環境均等室、基準監督署、経済同友会にこの結果をお見せし、とにかく周りから固めていくと

いう手法で、「キッズウィークがいいんだ」ということを知っていただく努力をしています。 

市外への対応については、県にもお願いしています。県は県で、厚生労働省の事業を使って優良

企業を表彰しています。県知事賞とか何々部長賞といって、働き方改革やワークライフバランスを

やっているところの公表制度を行っているのですね。そこにキッズウィークを入れて下さいとお願

いしようと考えています。今度の労働基準法の改正はキッズウィークにはまさに追い風です。 

今年はだいぶ練れてきて、ほとんどが秋に集中しております。特にわかったのは10月22日の天

皇陛下の即位の礼の前日の 21 日にキッズウィークを指定して 4 連休にするというのが非常に多く

なっています。歴史的な日が休みになり、親子でテレビを見るとか、色々話し合うのも一つの方法

ですし、旅行に行くのも一つの方法だと思います。やっていくことが徐々に練れてきて、結実して

いくのだなと思います。 

 

岩崎 

丸亀市については、とにかく論より実行というか、馬力のように色々な人を巻き込んでやってい

らっしゃいます。「練れてくる」というのはまさにそうで、実は他の地域でもアンケートの自由記述

で、「とにかくやってみること、それで改善していけばいい」という意見もいくつか見られました。 

ただ、今年は4～5月に10連休があったりして、授業日数・時間をどのように確保するのかと言

われていると思いますし、キッズウィークをやることで、学校の先生の働き方改革はどうなのかと

いう問題提起も聞かれております。そこで白川村の水川先生から、今後に向けた展開のお話をお聞

かせいただきたいと思います。 

640



 

水川 

白川村ではキッズウィークの時期については、どぶろく祭りの期間しかなく、今後も変わらない

と思います。先ほどから出ているように、環境を作ることはすごく大事で、観光業に従事している

保護者はやはり忙しいのですね。まさに忙しい時なので、この時にキッズウィークをやるというと、

そうは言ってもずっと忙しいんだという保護者のことを考えると、うちは子どもの地域活動とキッ

ズウィークがリンクしているので、子どもにしてみると、子どもの学びの支援というか、子どもが

体験見学したことをまとめる支援を学校がちゃんと応援する、あるいは地域の南部にはNBK とい

う学習センターがありますが、そういうところで子どもたちの支えをする応援が必要なのと、村で

すので移動手段のことがあります。忙しい保護者に代わって、見学の送迎バスを出すといったこと

を今後、考えていく必要があるなと思っています。 

働き方改革の観点からは、保護者の働き方改革は安心して休めるよう、忙しくても応援できるこ

とだと思いますし、学校でいうと、来年度は 10 連休があるので結構悩むのですが、時間割は全部

調整しました。教師陣が頑張れば何とかなります。 

教員にとってもこのキッズウィーク期間はとても大事で、3K みたいな休みが取れない教員です

が、キッズウィークの期間に教員自身がじっくりと自分たちの村の行事に参加したり、職員の中に

は家族で小学校に来ている職員もいます。村民ではないのですが、昨年は村の一員としてお祭りの

役割をもらい、家族で一緒に祭りを体験しました。一家で僻地に派遣されている立場からは、新し

い家族づくりにもなっていると思います。時間があれば、喋ってもらってもいいですか。子どもさ

んを2人連れて、白川村に住んでいる教員です。 

（会場の教員にマイクを渡す） 

 

参加者（白川村教員） 

昨年度から白川郷小学校にお世話になっております。実際に村の方から、「お祭りに子どもさん参

加できますか」と聞かれたとき、他から来たということで、私もいいのかな、という気持ちはあっ

たのですが、子どもたちもやってみたいということで、参加させていただきました。おかげさまで

お祭りの大変さも実感できましたし、私自身が体験したことで、子どもたちに白川村のどぶろく祭

りというものの素晴らしさ、伝統を守っていくということについて、自分のクラスで話をしたりで

きるなということがわかりました。 

働き方改革ということですが、その日は私は休みをもらって家族で過ごす時間をいただき、とて

も有意義な時間になりました。 

 

岩崎 

非常に実感のこもったご意見を聞けて、本当に良かったと思います。誰かが無理をして続く制度

はないと思います。成果を感じながら、みんなで作っていく制度ではないでしょうか。 

そういう意味では、事業者の方に参画してもらうためには、ビジネス面でメリットがないとイン

センティブがなかなか働かないと思います。観光の町・草津では、業界としてキッズウィークにど

のように取り組んでいくイメージでしょうか。一旅館経営者としてご意見をお聞かせください。 

 

黒岩 

先ほど観光庁からお話があった、キッズウィーク向けの特典付き旅行商品については、草津温泉

にぜひお声を掛けていただけたらと思います。商工会と旅館組合の連携も取れておりますので、全
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国に向けて「草津温泉はキッズウィークを応援しています！」といった打ち出しができれば、それ

によって「キッズウィークって何だ？」と他の温泉地にも広がり、「では、うちもやるよ」と広がる

ことも期待できるかと思います。 

 

岩崎 

群馬県には伊香保や水上、四万を含めて4大温泉地がありますが、まずは草津が先陣を切ってキ

ッズウィークを始めて、平野部の高崎や前橋の学校に通う子どもとその保護者に来てもらうという

こともできるかと思います。ビジネス面からもキッズウィークを推進していけたらと思います。 

最後に八戸市ですが、今年初めて2月にえんぶりの日を設定し、来年度もやっていこうというこ

とかと思います。実は、私どもは調査を通じて、キッズウィークの意義の一つとして、単に学校の

休業日を動かすということではなく、その地域における文化政策がキッズウィークとリンクしてい

ないと、「単に休みましょう」ということになってしまうのではと感じています。 

八戸市においては、中心市街地の活性化に現代アートを活用するなど非常にユニークな取り組み

をされています。今後の展開についてお聞きしたいと思います。 

 

安原 

えんぶりの日は 2 月 17 日に固定で、来年は平日になります。今年は初年度で日曜日ということ

もあって、教育委員会としても非常に進めやすかったかと思います。来年度はいよいよ真価が問わ

れる部分で、改めて教育委員会に伺ったのですが、教育委員会として、保護者が休める環境を作る

ため産業界に対するアプローチをする予定があるかと尋ねましたら、なかなか今の教育委員会では

そういう動きまではいかないとのことでした。商工会議所にも確認したのですが、えんぶりの日が

制定されたことを受けて商工会議所として休みを取りやすい気運の醸成に取り組むかと聞きまし

たら、やはり予定はないということでした。 

来年度どういう形になるか。自分も親なのでわかりますが、小学生には「子どもたちだけで学区

から出てはだめ」と学校で教えていて、えんぶりは2月17日は、ほとんど中心街で行われるので、

学校が休みになっても低学年だと見に行きづらい環境かと思います。おじいちゃん、おばあちゃん

もまだ働いているくらいの年代だと思うので。今後、えんぶりを見られる環境をつくっていくため

には、子どもは休む状況になったので、「親が休めないと見に行けない」という雰囲気がどんどん広

がっていくと、それによって産業界や事業者が動き出すのかなとも思いますが、今すぐ何かが動き

出すという現状ではないところが課題かと思っております。 

 

岩崎 

このパネルディスカッションは、成功していることだけをお伝えするのが目的ではなくて、現在

進行形といいますか、試行錯誤しながら進んでいく様子をお伝えしていると思います。 

八戸市について、私どもなりにまとめた視点が2つほどあります。他の地域にも言えることです

が、キッズウィークを比較的スムーズに導入する一つの方法としては、すでに住民に浸透している

大事な行事があること、できれば子どもがそこで役割を担っているということが大事かと思ってい

ます。特に「えんぶりの日」というネーミングも素晴らしく、みんなが「あの日だね」とわかりま

すので、既に認知されているものにキッズウィークをかぶせていくということです。私どもが行っ

たアンケート調査では、事業者からも一定程度「いいのではないか、賛同します」という結果が出

ています。 

2 つ目のポイントとして八戸市で良いなと思うのは、市の中心部にハードの施設「はっち」があ
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るということです。人が行き交う場所ですので、そこでえんぶり問題というクイズでえんぶりにつ

いてアピールしていくことで、理解を浸透させる舞台になると思います。「『えんぶりの日』は八戸

えんぶりを理解する日なんだ」ということを形として見せていく、それを市の施設「はっち」で行

うことが大事ではないかと思います。 

 

 

総括（岩崎） 

お手元に、私ども事務局がまとめた資料をご用意しています。この資料の中央に大きく赤丸で書

いてある、これが一番大事なこと、「なぜキッズウィークを導入するのか」ということですね。 

一つには休み方改革があろうかと思いますし、他方では、地場産業について理解を深めていただ

き、将来の担い手を確保する、従業員が働きやすい、誇りを持てる産業に育てていくということが

あると思います。また、休暇をしっかり取るということについて職場の理解を進めていくというこ

ともあるかと思います。そして、今回、郷土芸能への理解を進めましょう、それを継承して振興し

ていきましょうというお話もありました。そこに参加する、伝えていくということ、また白川村で

やっておられるような地域学習をしっかりやるということもあろうかと思います。そして、これは

キッズウィークを導入した後の一つの出口になるのかなと思いますが、平日が休みになり、安く泊

まれるということになれば、旅行に行く、それが旅行需要の平準化になる。「今年はこの日がキッズ

ウィークで休みになるけれど、どういうお休みにしようか」と、家庭において休みの過ごし方を勉

強すると言うんでしょうか、アンケートの自由記述に「いずれ、こなれてくるのでは…」というご

意見もあったのですが、そういった休み方意識の高まりも期待したいと思います。 

そして最後に、先ほどから出ていた体制づくりとしては、広域で進めていくことも大事ではない

かということと、地域によってエンジンになる推進組織が違うといったことを整理させていただき

ました。 

本日のシンポジウムでの議論・取りまとめが、皆様の地域でキッズウィーク導入を検討される際

の一つのヒントになりましたら幸いです。 
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キッズウィーク推進シンポジウム 大阪会場 

分科会１『行政・教育界主導で進めるキッズウィーク』 

 

日時：平成31年3月15日（金）15:50～16:50 

場所：TKPガーデンシティ大阪梅田 カンファレンスルーム8C 

パネリスト    岐阜県白川村  中村 裕幸（白川郷学園副校長） 

佐賀県武雄市 古川 祐太朗（武雄市役所） 

ファシリテーター 那須 將（(公財)日本交通公社 研究員） 

※パネリスト・ファシリテーターは敬称略 

 

那須 

こちらの分科会では、『行政・教育界主導で進めるキッズウィーク』について、参加者の皆様から

も質問を受けながら、さらに情報交換を行いたいと思います。 

まず、お二人にはどのような部署にお勤めで、キッズウィーク推進にあたってどのような部分を

担当されたのか、お話しいただけますか。 

 

古川 

私の所属課については通常、計画であったり、予算に伴った施策の進捗管理を行っており、重

要な施策になれば横断的に課をまたぎますので、そういったところで調整役に回ったりというの

が基本の業務となります。 

今回のキッズウィークとの関わりですが、市全体の大きな新規事業についても、企画政策課で

旗振り役をする必要があり、今回は市長部局の窓口、とりまとめ役として動いておりました。そ

の中で、全体会でも出ましたがキッズウィーク調整会議を立ち上げ、広報課も加えた10部署でア

イデアを出し合いながら、横断的に事業を進めてきたところです。周知活動は企画政策課の方で

舵取りをしていて、区長会や公聴会、保護者向けの説明会、そして企業に対しても行いました。 

 

中村 

全体会で水川校長が登壇して、キッズウィークの概要をお話しさせていただきましたが、水川

校長の教育ビジョン、学校教育計画を具体化する、どの部署をどう使ってどう動かすかという動

きをしているのが副校長でございます。義務教育学校ですので、校長、副校長、教頭2名という4

人の管理職で、学校活動をエンジンのように動かしています。 

 

那須 

先ほど、全体会の最後に取りまとめがされましたが、キッズウィークというのは非常に多岐に

渡る動機や効果、ゆくゆくはこういう出口があるということで、非常に間口が広い事業だと思い

ます。ですので、いろいろな効果が期待できる一方で、やることが散漫になってしまうというよ

うな危うさも一種持っているのかなと感じているところです。 

そうした中で、それぞれの自治体がキッズウィークをどのように位置づけていくかということ

が重要になってくると思います。お二方の地域では、こうした多岐に渡るキッズウィークの意義

や効果の中から、特に重視した、力を入れた部分、あるいは実際にやってみたら市民から特にこ

うしたところに反応があったといったことについてお聞かせいただけますでしょうか。 

 

644



古川 

キッズウィークの意義については、武雄市においては2年間、子育て環境や教育環境の充実

に、特に力を入れてきました。こども図書館や競輪場公園は、土日は結構人気で、人が多いので

す。平日に学校休業日を作ることによって、平日にゆっくり親子で楽しく過ごしていただきたい

というところが、一つの意義としてあろうかと思います。 

それから、武雄市は転出者が多く、最近は8年ぶりに転出者より転入者が多いと統計で出まし

たが、地元への愛着を持っていただきたいということも一つあります。今回、事業所の協力を得

て割引特典を提供しています。事業所のご好意でいろいろな特典を提供いただき、市内にそうい

った施設があると、家族で活用いただき、地域に目を向けていただいて愛着をさらに高めていた

だきたいというところが2つ目の目的です。 

 

中村 

白川村では、どぶろく祭りの位置づけは、村民が本当に大切にしている大事な祭りでありま

す。当然、お年寄りから子どもまで、とにかく目的や役割を持って、本当に大切にしています。

学校長の言葉を借りると、「祭りにどっぷりと浸かる」と。それは学ぶとか体験する、遊ぶ、貢献

する、いろいろありますが、「どっぷり浸かる」ことで、村への愛着とか誇りなどをより一層持っ

てほしいと。そういうところにどぶろく祭りを位置づけておりますので、当然キッズウィークの

目的は、全体会の最後で提示された事務局資料の文部科学省的な部分（ピンク色で記載された部

分）、「郷土芸能への理解を進めましょう」という部分が大きいと思います。 

同時に、長年課題としてきた授業数の確保という懸案事項を、キッズウィークの導入によって

なんとか解決に結びつけられないかと考えました。学校長も言っていましたが、来年度は10連休

があっても、わずか1日のマイナスだけで授業日数をクリアするというのは、やはりキッズウィ

ークの存在が大きいので、この2点について重視しました。 

 

那須 

やはりキーワードとして出てくるのは、「地域への愛着、誇りの醸成」といったことですね。こ

のことは、特に教育界が主導された場合、あるいは地元の芸能と結びついた地域において顕著だ

と思いますが、白川村はそれだけでなく、従来から課題だった授業数をいかに確保するかという

ところもキッズウィークを利用して、ある種ブレイクスルー的に解決したというところですね。 

全体会ではキッズウィークの意義、良い面をかなりお示ししたかと思いますが、分科会では、

実際にこんな苦労があったがこうして解決した、というところもお伺いできればと思います。 

 

古川 

やはり保護者からの反応が一番大きくて、本事業で実施できたアンケート調査では、自由記述

欄に500数十件と非常にたくさんのご意見をいただきました。ほとんど否定的な意見が多く、3

連休に金曜日を1日付けたのですが「4連休休むのは難しい」とか、金曜日は部活動を休部にした

のですが「土日は普通に部活動をしたりして、家族の時間がとれなかった」など、来年度以降に

改善する必要がある事項について、非常に意見が多かったなと思っております。 

とは言え一方で、キッズウィーク期間に「子どもたちの目線に立って家族で過ごすことができ

た」とか「市外に出て遊んだ」という記述もあり、公共交通機関やデパートが空いていたりとい

ったいい面もあったかと思います。 
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那須 

自由記述欄の中には、結構、読むのが辛いなというものもありますよね。そういうことをしっ

かり書いてくる方は、強い想いを持っている方ではあると思うのですが。 

今、コメントいただいた中で、部活についてです。武雄市では金曜日をキッズウィーク休日と

設定されましたが、この日の部活については事前に何らかアナウンスされたのでしょうか。 

 

古川 

教育委員会と調整しまして、せっかく学校休業日にするのだから、小中学校の部活動はすべて

休止しましょうと取り決めを行いました。 

 

那須 

ところが現実には、金・土・日・月と4連休になったわけですが、金曜日は確かに部活をやら

なかったけれども、土・日・月曜日は部活があったので子どもは行ってしまい、親は子どもと過

ごす時間がそんなになかったと。これは直截に挙げていいかわからないのですが、武雄市のアン

ケートの自由記述で一件あったのです。キッズウィークだからと親御さんが休みを取ったのです

が、子どもはそんなに休めないからと部活に行ってしまって、結局過ごせなかったと。 

これはとても心が痛かったのですが、教育界として声掛けをしても、なおやはりそういうこと

が起きてしまう。他地域でも「部活はなかったけれど、社会体育があって変わらなかった」とか

「大会が4連休の真ん中にあたって、結局何もできなかった」といった話がありました。 

もう少し広げると、別の地域では、キッズウィークに入ったその日に、中学校の入試説明会が

当たってしまい、ここは小中学校のキッズウィークが別だったので、小学校はキッズウィークに

なっているけれど、結局ほぼ学校行事のような形で使ってしまったというところもありました。 

ですので、行政として方向性が示せても、やはりなかなか1年目から皆が同じ方向には向けな

いというところがあり、そういうところが保護者にはフラストレーションとなり、自由記述とし

て書かれたのかなと感じました。 

 

中村 

事業推進については、マイナスとプラス、両面があると思います。プラス面から言うと、やは

り日頃親子で一緒にできなかった作業ができたとか、土産物屋をやっているが、一緒に店に立っ

た、それも一つの方法で、そういう体験ができたということもありました。 

しかし、やはり白川村では特に祭りの期間は忙しく、自分たちの地域の祭りの2日間以外は休

んでいるわけではありません。他の地域の人、例えば役場は休むことができないとか、他の地域

の祭りの前後に準備や片付けがあるとか、他の地域の祭りの間も休んでいるわけではなく、特に

観光業の土産物屋や民宿などはなかなか休めません。土産物屋さんが子どもと一緒に作業ができ

たという例は本当に少なくて、プラス面として評価できる部分はすごく少なかったです。 

逆にマイナス面としては、休めないというところだったり、気軽に親が休めない、一緒にどこ

かへ行こうと思っても行けないというのはどこの家庭にもありました。その他、どう休んでいい

のかとか、どう過ごせばいいのかと、初年度ということもあって学校の方でも課題を出したり、

公民館でいろいろ受け皿を準備したものの、それをどう利用していいのかわからない。 

学校も公民館も、9時から3時までは学習相談や課題相談をやっていますよと、Q&A集を通じ

て3回、保護者にお知らせしたにもかかわらず、終わってから「学校に来てもよかったんです

か」と言われると、なかなか辛かったということはあります。 
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本事業で実施して下さったアンケートとは別に、本校としてもアンケートを行いました。この

会場にそのアンケート担当者も来ています。彼らは直接、特に辛かった回答も受けて、来年度は

こうしたいということも考えてくれています。少しお時間をいただいてもいいですか。 

もう一つ言うと、今日は白川村の教育委員さんが見えていますが、その中のお一人は4つの祭

り以外の神社で、人が少ない中で一人10役くらいやって神社の祭りを守っています。その子たち

は4つの神社の祭りの時は全部休みになりました。ということもあり、その子どもたちの過ごし

方も、今後考えていかなくてはなりませんが、まだまだ村には小さい神社で頑張っておられる方

もいるということも付け加えさせていただきます。それでは教頭先生、よろしくお願いします。 

 

参加者（白川村教員） 

一昨年度までそれぞれの地区のお祭りで、自分の地区のお祭りの期間は、子どもたちは当然学

校には来ません。他の地区のお祭りの期間は、小学生の前期課程の子達は午前中授業に来まし

た。後期課程の中学生は1日中出ます。しかし、私は数学の担当ですが、数学の授業は必ず2～3

人は1週間抜けている、授業が進められない、はっきり言うと自習体制の状態でしたが、保護者

のアンケートで一番多かったのは、それに戻してもらいたいというのが現実です。自分の地域で

はどっぷり祭りに浸かって、他の地域の祭りの時は学校にいてもらいたいというのがアンケート

では一番多かったです。 

良かったこととしては、祭りは夜までやっているので、子どもたちも夜9時、10時まで見に行

きます。翌日、眠たい目をして学校に来ます。一昨年は小さい子は本当に寝ているくらいの子も

いました。それについては、遅くまで他地域の祭りを見ても次の日は安心して過ごすことができ

たという肯定的な意見もありました。ただ、なかなか理解を得られなかったところがあります。 

今年、「学校に来ていいよ」と言ったのですが、受験が近い9年生は、自分の地域の祭り以外の

時期は学校に来てほぼ勉強していました。その動きが前期課程（小学生）の子達にも広まればい

いなと思い、どんどん広めていきたいと思いました。 

 

那須 

現場レベルのお話をいただきまして、大変参考になりました。 

最初に中村先生から、土産物店では店は当然閉められないので、休みにならなかったけれど、

子どもが手伝ってくれたというコメントがありました。これは他地域でも、自営業の保護者は、

子どもが休みになったからといって店を閉じれば収入が減ってしまうので、店は開けますと。子

どもは普段は学校に行っているけれど、この日は店を手伝ってくれたと。書きぶりによって、「子

どもは迷惑だったんじゃないか」と書く方もいれば、「手伝ってくれて結構よかった」と肯定的な

書き方をされた方もいらっしゃいます。 

私はこうしたコメントを読んで、結構はっとしたのですが、我々は「休みの日」というのは完

全に休みになって、子どもと一緒に過ごすというと家の中で過ごしたり、どこかに出かけるとい

うことを想像しがちでしたが、自営業の保護者にとっては、まずそういう前提が違っている。 

ですので、当然、キッズウィーク事業を推進するにあたっては、親子が一緒に休んで過ごすに

はどうすれば楽しいかと考えるわけですが、正解はそれだけではないということですね。過ごし

方の間口を広くとるということは、一つ大事なことではないかと感じているところです。 

さらにご指摘があったのは、観光業はどうしても休めないと。これも自由記述欄で、「役人のた

めの制度じゃないか」と書かれるんですね。実際はそんなことはないと思いますが、業界によっ

ては週休2日が普通ではないところもあると思います。 
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製造業が主産業のある地域では、「産業カレンダー」というものがあり、1ヶ月に4回土曜日が

あると、そのうちの2回は操業日のような位置づけになっていて、そうしたカレンダーが市内の

事業者に配られています。製造業なので、1つの工場が動くと他の工場も連動して動かなければい

けないと。実質月6日休の体制が一般的になっている地域もありました。こうした働き方をして

いるところに「4連休ができるので、みなさんで取りましょう！」と持っていくと、「何をピント

がずれたことを言って…うちには関係ないね」という受け止め方をされてしまうのですね。 

先週の東京会場で、武雄市の方からお話が出ていましたが、推進する側として想定する連休の

イメージはありつつも、その期間全部を休んでくださいというよりは、1日休みを取っているなら

「それを2日にできませんか」、2日だったら「頑張って3日とりましょうよ」という形で、それ

ぞれの業態や働き方に合わせてボトムアップを図っていくのも重要ではないかと思いました。 

次にマイナス面について、あれだけ広報したのに、キッズウィークが終わった後にあんな声が

あったというお話がありましたが、Q&A集というものを作って保護者に配付したのですよね。 

 

中村 

Q&A集については、4月27日に第1号を発行したのですが、その後も保護者や教員から質問

があり、自分自身もこういうことで悩むだろうなということを一つひとつ説明しています。これ

をキッズウィークの平瀬ウィークの前までに3回、平瀬ウィークが終わって白川ウィークまでで

計4回発行しました 

例えば子どもの動きとしてはこういう例があるだろうと予想して、ある町のAさんの例で説明

しました。9年生の子にも聞いたりして、こういうこともできますよと。高山の歯医者に行くつい

でに家族で買物をしました、というフィクションを入れたりして、わかりやすく説明しました。 

 

那須 

先ほど、休みができても、どう過ごしていいかわからないというお話がありましたが、この

Q&A集には具体的にこういう過ごし方ができますよ、という例が書かれています。ただ休みを与

えるのではなく、具体的にこういう過ごし方があるのでは、と保護者に情報提供し、子どもには

宿題という形になりますが、「ここへ行って、こういう学習をしよう」という過ごし方のモデルを

与えたと言えるのではないでしょうか。 

 

今回、シンポジウムの申し込みの際に質問を受け付けていましたが、1件だけ、「働き方・休み

方改革と教育効果との兼ね合い」について質問をいただいておりました。なかなか広範に渡る質

問かと思いますが、キッズウィークとはこういう意図を持ってやっているんだ、ということをど

のように打ち出すかは、この事業の核心に迫る問題ではないかと感じています。 

市民から「先生が休みたいだけでは」「役所の人は休めるからいいよね」といった反応がかなり

あったわけですが、これに対して行政として武雄市ではキッズウィークをどのように位置づけ、

保護者に限らず市民の皆さんにどう伝えていったのか、お話しいただけますでしょうか。 

 

古川 

この問題は、かなり難しいと思っています。周知についても、保護者向けや企業向けにチラシ

を作ったりして図って参りました。保護者については、70%以上の方に認知していただいていま

すが、企業側は47%ということで非常に認知度が低かったということがありました。 

 こういったところも、保護者の否定的な意見につながったのではないかと感じています。職場
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の理解がなくて仕事を休めなかったなど。そういった意味で、今後は企業の認知度を上げていか

なければいけないと思っていますし、認知度が高かった企業に関してはキッズウィークの評価も

非常に高かったという傾向もありましたので、一層、認知度の向上は必要かと思っています。 

 

那須 

これは他の地域の調査結果でもそうだったのですが、休めた保護者は満足度が高い、休みたか

ったけれど色々な理由から休めなかった人は当然、低い評価をされます。ですので、まずは保護

者がしっかり休める体制を作り、進めていくことが大前提になるわけですね。 

武雄市では、保護者の事前のキッズウィークの認知度がかなり高く、7割くらい。一方、事業者

の認知度は4割程度。そこにギャップが生まれていて、保護者としてはキッズウィークを知って

いるし、休みたいけれども、事業者側の理解がないために休めない。そうなると事業としてなか

なか肯定的には認められないという反応が返ってきてしまうのかなと感じたところです。 

 

それから、少し別の観点になりますが、武雄市では、こども図書館の開館1周年がちょうど今

年度のキッズウィークの時期と合っていたので、その記念イベントをあててキッズウィーク事業

として運営したということです。当日気になったのが、中学生か高校生も、こども図書館で読み

聞かせをしていたようですが、これはボランティアなどでしょうか。 

 

古川 

そうですね。定期的にいろいろなイベントをやっており、多世代の交流ということが一番重要

かと思っておりますので、学生の方々にも来ていただいて、小さな子どもさんやご家族と関わっ

ていただく場を創出している状況です。 

 

那須 

このように普段から、平日・休日にもこうしたプログラムが一定数あるということですね。実

は事務局としては、古川さんからもお話しいただいた多世代の交流ということが、もう一つ重要

な要素ではないかと考えているからです。 

今後、公的な学校においてキッズウィークの施策を進めていくとなると、下は幼稚園・保育園

の年少さんから上は高校生まで入ってきます。ところが、中学生・高校生になると、親と一緒に

過ごすでしょうか。子どもがそれを望まないかもしれないし、親ももしかしたら、あまりうまく

そのタイミングを作れないかもしれない。「じゃ、うちはキッズウィークはいいや」となってしま

ってもいけません。そういう場合の解決策として、一つこういう形があるかなと思っています。 

これは、ある自治体での事例ですが、キッズウィークを一定期間、具体的には週末が3回含ま

れる期間設定しました。それぞれの週末にはウォーキングなどいろいろなイベントを実施して、

そこに小中学生を誘導していました。その現場に、市内の高校生がボランティアで来て運営に携

わってくれたとのことでした。その場で小中学生と高校生の交流が生まれたのです。普段そうい

う機会はなかなかなく、小学生は中学校の見学、中学生は高校の見学というタイミングでしか機

会がありません。でも、進学する学校について知りたいのは、子どもも保護者も一緒で、であれ

ば中高生に小学生と同じキッズウィークの過ごし方を提案するというよりは、むしろ「運営側に

入ってくれませんか」と呼びかけたら、全員は難しいと思いますが、乗ってきてくれる子も結構

いるのではないかと感じました。実際にこの自治体では、総合高校の生徒を対象にアンケートを

行い、「今後、キッズウィークを展開したいが、こんな事業をやっては？というアイデアはありま
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すか」と聞いたところ、小学生や中学生と料理を作るとか、学校を案内するとか、音楽活動をや

ってみたいなど結構熱心に回答してくれたので、こういう形もありなのではと思った次第です。 

 

出口側としてはそういう話になってくるかと思いますが、一方で学校側としては白川村では10

連休でも大丈夫というお話が既にありましたが、保護者からの「まだ休みを増やすのか」という

プレッシャーはかなり大きいと思いますが、いかがですか。 

 

中村 

「先生が休みたいからキッズウィークだ」という意見は当初からよくありました。先ほど学校

長から説明がありましたが、学校の中に担当する教員を配置し、学校長や私は神社に行って神事

に出るということで、1日も休んでいません。ただ、学校に2人配置、神社に2人配置し、神社の

2人については必ず行列に出ていったり、子どもを見つけたら声を掛けたりという、地域住民に対

する露出ですね。「あ、先生おるやん」と。「休みたいんだと思っとったけど、先生もちゃんと対

応しとるやん」という部分で、教員も祭りにどっぷり浸かっているんだよというのを示したとい

うところはあります。 

「先生も休みたいのだろう」と思われることは仕方ないと思います。でも、逆に校長もよく言

う、趣旨をしっかりと、白川村はとにかく親子で一緒に休日をというより、親子で一緒に村に貢

献するという趣旨を徹底していくと。そこで「先生らも頑張ってるよな」とか、そういうところ

で趣旨を説明し、啓発していくことで、マイナスの面や「先生や教育委員会が休みたいから」と

いうところを越えていくことが必要であるなと思っています。 

 

那須 

当日は、子どもにはお祭りの取材という宿題を与えているので、それを現場（神社など）で先

生方がしっかりフォローしていますね。 

 

中村 

ネクタイをしていないのは地域に溶け込むためで、朝から行列についていく教員がいたり、地

域住民として家族の一員として、さらに教員として行列についていくと。これもキッズウィーク

の良さだったなと思います。そういう教員の関わり方も、今年度またちょっと変わりました。 

その一方で、この期間に年休を最も取った職員には、学校長から賞が贈られました。こういう

ことも組織の中で、家族のために休みを取ったというところで取り組めたということも付け加え

させていただきます。 

 

那須 

決して先生の勤務を犠牲にして、やっているわけではないということですね。白川村としては

キッズウィークをこういう方向でやっていくという指針を最初に決めて、決してぶれないという

のは、非常に素晴らしいことだと思います。 

最初の問いに戻るかと思いますが、これだけ広範に影響が及ぶキッズウィークを、地域がどう

受容するのか、どういう指針で進めていくのかという部分が大事なステップになるかと思いま

す。これこそ地域の実情に合わせてという話になりますので、それを議論する場として協議会が

有効に働く場合もあるかと思います。 

最後に、来年度に向けて一言ずついただいてもよろしいでしょうか。 
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古川 

来年度に向けて既に動き出していますが、企業の方々と対話をしながら、理解を深めていただ

くことが必要かと思っております。今年度については、チラシを配っただけで周知が終わりまし

たので、そのあたりが非常に重要かなと思っております。 

実は先日も異業種交流会というところで、キッズウィークの取り組みについてお話しする機会

がありましたが、この4月から有給休暇の5日間取得の義務化ということもあり、キッズウィー

クに合わせて休みにしようかという企業も結構ありましたので、こうしたことも念頭に来年度以

降、周知を図っていければと思っております。 

 

中村 

やはり周知徹底というところと、趣旨をしっかり理解してもらうこと、「今後の展開」について

記したスライドに「シャトルバス等」と赤で書いてありますが、子どもを神社まで送っていけな

い保護者に対応することも考えられるのではということで、村当局や教育委員会と連携しなが

ら、力強く進めていけたらと思っております。 

 

   

  

651



キッズウィーク推進シンポジウム 大阪会場 

分科会２『民間が参画して進めるキッズウィーク』 

 

日時：平成31年3月15日（金）15:50～16:50 

場所：TKPガーデンシティ大阪梅田 バンケット2A 

パネリスト     青森県八戸市 安原 清友（八戸市役所 八戸ポータルミュージアムはっち館長） 

    群馬県草津町 黒岩 智絵子（草津町教育委員・旅館女将） 

         香川県丸亀市 泉 政博（丸亀市キッズウィーク推進協機会事務局） 

ファシリテーター 岩崎 比奈子（(公財)日本交通公社 主任研究員） 

※パネリスト・ファシリテーターは敬称略 

 

岩崎 

全体会でのお話しも受けながら、進めてまいりたいと思います。 

まず、八戸市においてキッズウィークを推進する体制についてお聞かせいただけますか。 

 

安原 

推進体制については、主体は八戸市教育委員会になります。休暇ということで教育委員会が主体

となって進めていましたが、教育委員会自身は「キッズウィーク」ということをあまり意識せずに、

要は「体験的学習活動等の休業日」を導入しようということで、「えんぶりの日」というのを、本当

に純粋に文部科学省からの流れの中で動いていたというところがありました。 元々、えんぶり組の

団体からの要望もありましたし。 

実は、平成元年に一度、えんぶり初日の 2 月 17 日を休みにするということを実施しているので

す。それは小学校がまだ土曜日半日の時代の導入で、それが土日が完全にお休みになったタイミン

グで、そのえんぶりの日も、授業日数の確保のためでしょうか、無くなったのです。そこからまた

時代を経てこういう形に変わって、今また、「えんぶりの日」として日の目を見たということですね。 

主体となっている教育委員会は、あくまで文部科学省の流れの中で「えんぶりの日」を導入しま

した。ですので、全体会の最後に言いましたが、事業者向け、保護者がどうやったら休めるかとい

うところはこれからの課題です。 

武雄市のように市長が強力に進めると、恐らく八戸市でも横並びに検討してすごい内容的にもな

るのでしょうけれども。でも、そこはこれから恐らく動きが出るでしょうし、子どもが休みなのに

なぜ保護者が休めないのかと、全市が休むことで多分そういう世論というか市内でもそういう雰囲

気が出てくるのではないかというところに今は期待したいですね。 

地元の新聞でも子どもの参加が増えたという記事が出ていました。それは見に行くというのもそ

うなのでしょうが、実際にえんぶり組に参加する子どもが増えたというような記事でした。初年度

からこうした動きが出てきましたので、えんぶりの日が制定されたことで関心が高まったという部

分なのだと思います。市長もそういった記事を見てはいると思います。今後は、保護者への対応と

いう広がりも出てくる可能性はあるのかなと思います。 

 

岩崎 

実は、本事業の調査実施地域の選定のために、いくつか地域をまわったのですが、教育委員会が

消極的な地域がいくつもありまして、選定に至らなかったことがありました。その点、八戸市教育

委員会はとても柔軟でした。 
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安原 

実情はわからないのですが、本事業の最初のヒアリングにおいて、「『えんぶりの日』がキッズウ

ィークなんですよ」と聞いたことで、何か「キッズウィーク」に対する理解がだいぶ広がったよう

に感じました。今回、こういう動きになったのは、まさに教育委員会が非常に能動的に捉えてくれ

ているからだろうなと感じています。 

 

岩崎 

武雄市では市長の意向がとても強いですね。教育委員会や教育長のお考えはどのような感じでし

ょうか。 

 

参加者（武雄市） 

当初、このキッズウィークの取り組みがある程度方向性として固まってきた一つのきっかけとな

ったのが、総合教育会議です。総合教育会議という地方教育行政に関する法に基づいて市長と教育

委員会で構成する協議体を設立することを義務付けられており、武雄市でも武雄市総合教育会議と

いうものを立ち上げて、市長がトップとなって教育委員がその構成員となる協議体があります。そ

こにおいて、「武雄での休日づくり」といったテーマで一度議論をしたのです。当然そこに教育長も

いらっしゃいますので、教育長や教育委員が様々な意見交換をした場があって、国の施策としてそ

ういうものがあるのであれば、ひとつ、家庭教育の充実と働き方改革の推進というところで、武雄

の休日づくりというのをやってみてもいいのではないかと、意見がそこである程度まとまったので

す。そうした流れがありましたので、当然、ある程度骨格を決める段階で教育長もその方向性をご

存知でしたし、それに対する理解もお持ちであったと思います。 

 

黒岩 

実は前回の東京会場で武雄市長が「総合教育会議を2ヶ月に一度ぐらいやっているので」とさら

りとおっしゃったのに、とてもびっくりしたのです。実は、草津町では総合教育会議は1年に一度

です。ですからその1年に一度のために、その前に練りに練って、町長にこういうことを教育委員

会としてお願いしたいと、教育委員も戦略会議をするぐらい総合教育会議にかけているのですよ。 

やはり首長と教育委員が最も正式な場で話し合える、その総合教育会議を2ヶ月に一度やってい

るというのは市長の姿勢なのだと思います。 

 

泉 

丸亀市も総合教育会議は2ヶ月に1回はやっています。市長自身が教育分野でやりたい施策につ

いて、教育委員にきちんと理解してもらうために活用している面もあります。 

うちの市はとにかく先生の働き方改革案が出たので、商工会議所としては先生と学校には迷惑を

かけられないと。だから、逆にキッズウィークのときは学校閉庁にしてください、学校の先生はキ

ッズウィーク期間中は学校に来ないでということですね。そういうこともできるのですから教育長

は。そういったことで先生と学校には、イベントなどに関しても強制しないということはもう最初

から約束しています。学校の先生に迷惑はかけないという基本的な案を持って臨みましたから、そ

れがうちが上手くやれた一番の秘訣だったかもしれません。 

 

岩崎 
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自己紹介をする前に、議論が始まってしまいました。まず、黒岩さんに、草津町においてはどの

ような方々が、このキッズウィークについて議論しているか教えていただけますか。 

 

黒岩 

先日、中学校の卒業式があって教育委員で集まりましたけれど、私が言い出す前に「東京でのシ

ンポジウム、どうだった？資料を見せてください」と言われまして、皆とても気にかけてくれてい

ます。昨日も、中学校の本部役員が入っているグループラインから「大阪で頑張ってね。私たち後

押しするから」というメッセージをもらいました。このように草津に絶対必要だと皆が思っている

ので、必ず導入したいのです。 

今年の10連休に関しても10日間のお休みの中のたった1日でいいので4日間ぐらい休んだら1

日か2日、学校休業日を止めて学校をやってもらいたいと、保護者からもだいぶ意見が出ているの

でどうでしょうかと聞いたら、祝日を学校の休みにしないなんていうわけに絶対いかないのですと

言われたのです。 

 

泉 

体験的学習活動日として明記していると、さっきおっしゃったように日曜日に重なるでしょう。

そうするとその設定はどうするんだという話になりますので。あるところでは、体験的学習活動日

に関して、但し書きで別の候補を設けて、この夏休みとか冬休みについて登校日とすることができ

ると書いてあるのです。その年の状況によって、日曜日が来なかったら別の日を指定するというこ

とが可能ですから。 

 

岩崎 

武雄市では、温泉街の関係者はキッズウィークに対してどのような反応ですか。 

 

参加者（武雄市） 

旅館業組合があるので、そちらに協力依頼をさせてもらったのですけれど、武雄温泉の元湯とい

う、楼門の中にある、武雄温泉の中でもひとつのシンボル的な公衆浴場があるのですが、そこから

特典の協力が得られなかったのです。他の旅館の立ち寄り湯のようなところはいくつかから家族で

来た場合には割引というようなご協力はいただいたのですが。そこは民間事業者の経営判断なので、

市としては立ち入る領域ではないのですけれども。 

今年度は、少し周知のための時間が短く、こちらの説明不足もあるかと思いますので、来年度あ

らためて旅館業組合にも特典の実施についてご協力をお願いしないといけないと思っています。 

 

岩崎 

前回の東京会場で出た質問として、どのように民間事業者を巻き込んでいったらいいですかとい

うものがありましたが、いかがでしょうか。 

 

泉 

今年度は変則的な実施方法だったので、単に周知のリーフレットを作ったり、50～60程度の事業

者しか回れなかったのですが。 

商工会議所には準備委員会という代議員のような方々がいまして、議員数が限られていますから、

代議員はトップ企業です。そうしたトップ企業の人が自分の従業員に対して、「キッズウィークがあ
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るので、市や商工会議所に協力するよう」言っているのです。他から聞いた話ですが、気にしてい

ただいているということが嬉しい話でしたけれど。どこかから崩していくには、まず商工会議所の

会員企業、それからその中には入っていないけれどリーディング的な企業が何社かあると思います

のでそこへ。今回、試行事業として造船所の工場見学をさせていただいたのは、会頭の会社です。 

ただ、24時間働いている業務体制とか介護職場、社会福祉の職場では非常に難しい話なのですけ

れど、1日でもなんとかしてくれということで。 

 

岩崎 

商工会議所の会報を使って周知できないでしょうか。 

 

泉 

「見た」と「読まれた」では、違いますからね。「見た」は 80％あるんですよ。でも中は自分の

関心がある部分しか読んでいないのです。子どもの予防注射や税金の申告であるとか。ただホーム

ページはちょっと違うのですけどね。やっぱり昔ながらの訪問しかないのかなと感じます。 

優秀な営業の方に聞いた話ですが、企業と交渉をする際には相手の会社の内容を見てから話すこ

とが大事だという。同じことを話すにしても、景気がいい会社と悪い会社では異なる。 

また、私が一番勉強不足で、一番愕然としたのは、完全週休二日制と週休二日制は違うというこ

とです。要は1ヶ月に1回土日休んだら、週休二日制という。ですが若い子が望んでいるのは「完

全週休二日制」であって。土日を完全に休むというのは田舎では公務員か団体職員くらいしかない。

だからこのあたりも調べていかないと、話が絶対噛み合わないということです。 

キッズウィークについて今、私が副市長に言うのは、キッズウィークに協力してくれてある程度

の成果を上げたところには、例えば総合入札制度において加点するのです。あれは地元企業に落と

すために、他所から大手が来て取っていかないようにするのですね。防災協定を結んだとか、そう

いうところは全部得点を与えていますから、それにキッズウィークも入れてほしいと頼んでいます。

市はそれがきちんと数値化されたら、割と協力してくれる。来年度はそのあたりの数値化をして…

といったこともひとつ考えています。 

 

岩崎 

実は、八戸市で事業者が対象のアンケートの中で「どのようなメリットがあったらキッズウィー

クに協力したいか」という設問を入れたのですけれど、回答として多かったのは「企業イメージが

高まるような、シンボルマークなど、そういうものがあれば協力したい」というものでした。やは

りインセンティブがないと、単に働き方・休み方改革だから、というだけではなかなか難しいのか

なと感じます。行政側から何かお墨付きを与えるような、そういったこともいいのかなと思います。 

 

それでは、そろそろ最後の話題になりますが、安原さんは、今のお立場は市役所職員なのですが、

これまでに観光協会にもいらしたことがあって、また中心市街地の活性化にも携わっていらっしゃ

いました。恐らく、自社の利益を出すことが大きな目的の事業者を相手に、市の施策を打ち込んで

来たと思うのです。その時のエピソードというかノウハウから、今回のキッズウィークの施策にど

うしたら地元の民間事業者が参画してくれそうか、行政のお立場からお聞きかせ下さい。 

 

安原 

地方の特に民間企業はまだまだで、要は会社の理解を得られればいいと思うのです。その理解を
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得るって何かなというと、個人的にはやはりそういう雰囲気をどう作るかだと思っていて、それが

多分、今の「キッズウィーク」という名前だし、今日ご説明があった「ポジティブ・オフ」、こうい

う言葉がさらっと人々の口から出てくるようになったらいいのかなと思います。今でこそ「クール

ビズ」という言葉はさらっと出てきますが、あのような感じでぜひ国には「ポジティブ・オフ」と

か「キッズウィーク」（「キッズウィーク」という名称が果たしていいのかどうか、まだ議論の余地

があるかもしれませんが）という言葉が、さらっと「あ、それね」と出るような雰囲気をいかに作

るか、それをお願いできたらと思います。 

キッズウィークは、国が休みを決めるのでなくて、地方が地方の実情で決めるもの。それこそ火

曜日に運動会をやるところもあれば、2月17日は何曜日であっても休みたい地域がある。「祝日」

として扱う時代ではないと思うので。そういう意味では、私が感じるのは、「あ、それね」と皆が共

通に認識できる雰囲気があるといいなということです。日本って空気で動きやすい部分が相当ある

ので、ぜひそういう雰囲気づくりをしていただくと、地方を後押しするのかなと思います。 

 

泉 

もうクールビズは「夏は暑いから軽装で仕事しましょう」というイメージが定着していますが、

そういう意味合いのフレーズがキッズウィークにもないかなと。武雄市長も前回、おっしゃってい

ましたね。私もそのとおりだと思います。 

私は、当初の国の「夏休みの1週間を違う時期に持っていく」という表現が良くなかったと思う

のです。休みを取るのをもう少し別の表現にしたら良かったのではないかと。「ウィーク」には「一

週間休む」というイメージがあり、企業としては1週間も休むのは無理だと、最初から拒否反応を

起こしています。上尾市が「キッズホリデー」と名付けて6月にやっています。 

 

安原 

「地域ホリデー」とかそういうネーミングでしょうか。 

 

岩崎 

我が国ではまだ「ウィーク」にはならない、「ウィーク」でなくても「1 日でも 2日でも」。この

分科会の提言としては、そのようになるでしょうか。 

 

黒岩 

またこうした事業をつくっていただきたいです。経済産業省の方々が草津町にいらした、あの 6

月があったからこそ、草津で今こうした動きになったので、そう思うと全国の他の地域で、まだ知

らないからやっていない地域にも知らしめていただけるとありがたいです。 

 

安原 

全国一斉にやる必要はないですよ。草津町のように本当に導入した方がいい地域から、まずやっ

ていって徐々に広げていく。 

 

岩崎 

本事業をきっかけに、キッズウィークという共通の所縁もできましたので、今後もお互い訪ね合

うなどして、キッズウィークの導入・定着を推進していただきたいと思います。 

以 上  
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大阪会場 全体会 
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関係省庁からの発表 
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Ⅵ．課題のまとめとキッズウィーク導入に向けた今後の方策の整理 

～調査実施地域での取組から見えてきたこと 

１．課題のまとめ 

９つの調査実施地域における取組から、地域特性に応じたキッズウィーク導入に向

けた留意点がみえてきた。同時に、以下のような場合は、キッズウィークの導入は容

易ではないと考えられる。 

 

・ キッズウィーク導入の必要性が感じられないこと 

地元に根ざしたお祭りや学期制と連動して、すでに学校の休業日が設定されてい

たり、保護者もその日（期間）に休むことが定着している地域においては、追加の

施策として「キッズウィーク」を導入する必要性は低い。地域特性に応じた学校休

業日の設定というキッズウィークの意義にすでに合致しているともいえる。 

 

・ キッズウィーク導入を主導する組織・キーマンが不在（脆弱）であること 

キッズウィークに対する強い想い入れがあったり、それが目指すところに共感す

る組織やキーマンがいない地域においては、導入に向けた取組を進めることは難し

い。キッズウィーク導入の意義は認められたとしても、ゼロから議論を始めるため、

どこまで地域内の関係者間で合意形成ができるかという見通しの不透明さもあり、

強力に主導する組織やキーマン（教育委員会、首長等）がいない場合は、速やかな

導入検討は容易ではない。 

 

・ キッズウィーク導入にあたっての阻害要因の解決が困難と思われる場合 

２点目の課題にも関連するが、キッズウィークの意義は認めつつも、その導入に

伴う関係者間の合意形成や導入後に検討・解決しなければならない課題の多さ・困

難さを前に検討自体を断念するケースもあった。 

具体的には、子どもの学校は休みであっても、保護者が休む（家にいる）ことが

できなければ、かえって子どもにとって好ましくない状況が発生する恐れがあるが、

働く保護者の有給休暇取得促進の問題については、行政や教育委員会だけでは解決

が難しく、事業者の理解が必要なため、キッズウィーク導入の検討自体を躊躇する

といったことである。 

逆にいうと、例えば草津町のように、地元の主要産業（観光業）がキッズウィー

ク導入に賛同する場合、前向きな議論が先行して行政や教育委員会の取組を後押し

するといったケースもみられた。 
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２．キッズウィーク導入に向けた今後の方策の整理 

以上のような課題とともに、９つの調査実施地域における取組状況から以下のよう

な「キッズウィーク導入の効果と３つの留意点」がみえてきた。 

 

◆キッズウィーク導入で期待される効果 

地域へキッズウィークを導入しようとする際、最も大切なことは、「なぜキッズウィーク

を導入するのか」「キッズウィークの導入によって期待される効果は何か」ということを明

確にすることである。 

キッズウィークの導入によって期待される効果は、地域における主体・立場によって様々

な捉え方があるが、大きく以下の 4 つの観点から考えることができそうである。 
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３．先行的取組事例集の作成 

今後、キッズウィークの導入を検討しようとする地域にとって参考となるよう、先

行的取組事例集「キッズウィーク導入の手引き」を、以下の概要にて取りまとめた。 

 

① 作成の目的と想定する主な利用者 

「キッズウィーク」の具体的なイメージを発信し、その意義について広く啓発を

行うとともに、実際に導入を検討している主体（自治体、教育委員会、学校、民間事

業者等）に対して、具体的な取り組み手法を紹介することで導入を後押しすること

を目的とする。 

 

② 想定される活用方法 

この事例集は、本事業の９つの調査実施地域のうち、特に共有すべき成果や留意

点等の学びのポイントがあった地域を取り上げて紹介するものである。解説編にて

全般的な考え方を記載し、事例編では導入推進の中核主体に応じて５つの事例を紹

介している。 

 

③構 成 

この事例集は、「解説編」と「事例編」から成る。 

 

◆解説編 

 １. なぜキッズウィークを導入するのですか ～目的と期待される効果 

 ２. 誰が中心となって進めますか ～推進主体 

 

◆事例編 

 事例１：学校・教育委員会が推進するキッズウィーク 

       ～青森県八戸市、岐阜県白川村 

 事例２：行政が推進するキッズウィーク 

       ～佐賀県武雄市 

 事例３：民間事業者とともに推進するキッズウィーク 

       ～群馬県草津町、香川県丸亀市 
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「キッズウィーク導入の手引き」
平成31年3月 経済産業省

目 次

◆解説編

１. なぜキッズウィークを導入するのですか ～目的と期待される効果

２. 誰が中心となって進めますか ～推進主体

◆事例編

事例１：学校・教育委員会が推進するキッズウィーク

～青森県八戸市、岐阜県白川村

事例２：行政が推進するキッズウィーク

～佐賀県武雄市

事例３：民間事業者とともに推進するキッズウィーク

～群馬県草津町、香川県丸亀市

はじめに

この手引きは、経済産業省がキッズウィーク関連調査事業（平成29年度補正インバウ
ンド型クールジャパンビジネス環境整備事業）の調査実施地域（9地域）において実施
した各種調査や試行事業の結果から、今後、キッズウィークの導入を検討しようとする
地域にとって、特に共有すべき成果や留意点といった学びのポイントを紹介するものです。
この手引きによって、キッズウィークの意義と具体的なイメージが伝わり、その導入を後押
しすることになれば幸いです。
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また、次ページのように「産業構造のあり方」で地域を類型化することで、キッズウィーク導入
の意向を特に把握すべき主体としての「事業者（雇用主）」の位置づけがみえてきました。
具体的には「産業構造のあり方」を、「産業の特性」と「主産業への依存度」という二つの軸で整
理しました。

＜産業の特性＞

近年、 GDPと雇用の約7割をサービス産業が占め、社会が24時間、年中無休で動くことが常
態化してきたことに伴い、サービス産業への従事者が増加しています。サービス産業への従事者は、
多様な職種に就いて非同質的な働き方をしており、休暇に対する価値観も様々です。

その一方で、農業や観光業、自動車・家電といった製造業などの生産活動が一定の季節性・
周期性をもって行われる産業への従事者は、休暇も勤務先の都合に合わせて取得することになり、
同じ勤務先の従業員はほぼ同質的な働き方・休み方となります。

このように、就業先の産業特性によって、働き方・休み方を決められる裁量が従業員（保護
者）にどの程度あるかという違いが生じていることから、キッズウィークという新たな休暇制度を導
入しようとする際には、産業特性によっては勤務先である事業者の意向が大きな影響力を持つ
といえそうです。

＜主産業への依存度＞

キッズウィークの導入を検討する地域が、「主産業が明確か」、もしくは「多様な産業が立地して
いるか」といった地域全体の産業構造によっても、キッズウィーク導入の採否を決める主体に違いが
出てきそうです。

すなわち、その地域の主産業が明確で、多くの住民（保護者）がその産業に従事している場
合は、その事業者の意向が住民の働き方・休み方のあり方に影響を与え、キッズウィーク導入の
採否を左右する可能性があります。

逆に、多様な産業が立地していたり、地域外へ通う住民が多い場合は、ある特定の事業者の
意向が住民全体の働き方・休み方に大きな影響を与える余地は小さくなり、従業員本人の価値
観や都合によって休暇のあり方を決めることが比較的容易です。そして、キッズウィークという新たな
学校休業日のあり方については、そもそも導入を検討するかどうかも含めて、所管する教育委員
会・学校の意向が強く働く可能性が高くなります。

以上のように、「地域の産業構造のあり方」が、キッズウィーク導入によって大きな影響を受ける
保護者が柔軟に休暇を取れるかどうかを左右する、一つの大きな要因であると言えそうです。

キッズウィークという新たな休暇のあり方を検討するにあたっては、保護者や学校現場の意向は
もちろん、地域の産業を担う事業者の意向を把握し、賛同を得ることも重要です。
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