
 

計画の進行管理及び評価にあたって 

 

 

 全国的に少子高齢化が進む中，子育ての不安や孤立を抱える保護者の増加，

家庭や地域の養育力の低下，子どもの育ちの保障の充実など，さまざまな課題

への対応が求められており，子育て中の親や子どもを支援する次世代育成に関

する施策の充実を図ることが急務となっています。 

 

 鈴鹿市では，このような課題に対応し，施策の充実を図り，子どもを持ちた

い人が安心して子どもを生み育てることができるまちづくりを行うため，鈴鹿

市次世代育成支援行動計画（後期計画）を策定しました。 

この計画は平成２２年度から２６年度までの５年間を期間とするもので，鈴

鹿市における子どもを取り巻くさまざまな分野の施策を総合的に推進していく

ために策定されたものです。 

 

本市ではこの計画の適正な推進を図るため，当該計画の進行管理及び評価を

客観的な第３者的見地から行うこととし，市内ＮＰＯ法人への委託方式を採用

しました。 

この計画に定める施策目標の現状と課題を踏まえ，より実効性のあるものと

するため，特に優先度が高いと判断される施策から，その方向性を示すことに

より，当該計画の進行管理及び評価を行うこととしました。 

 

これは，民間の発想を活かし，またＮＰＯ法人の特性を活かせる業務として，

費用対効果も考えた効果的・効率的な進行管理及び評価を実施し，市民のニー

ズに的確に対応したサービスの提供を目指すものです。 

 

今回「施策の方向性」として提案のあった内容については，その詳細も確認

の上，今後検討していくこととなりますが，いずれにしても，次世代育成支援

のさらなる推進につなげていきたいと考えています。 

 

 

鈴鹿市保健福祉部子育て支援課 
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　鈴鹿市においては「鈴鹿市次世代育成支援行動計画（後期計画）」が平成２２年度から５か年計画でスター
トした。この行動計画は、子どもや子育て家庭などを対象に、社会全体で次世代をどのように育んでいくのか
という社会全体の方向性と目標を定めたものであり、平成１７年～平成２１年の行動計画（前期）の取り組み
結果について評価し・検証した上で策定されたものである。
　私たちＮＰＯ法人２１世紀の子育てを考える会.鈴鹿は、この新たに策定された行動計画（後期）が市民の
視点に立っているか、市民ニーズに合致しているかなどを市民の立場から進捗状況を評価するための事業を受
託した。
　今回はその第２段階として、鈴鹿市における現状を把握するために、子育てをしながら働いている保護者
（公立保育所利用者）を対象にした意識調査（今回は、ワークライフバランス（仕事と家庭の調和）につい
て）と近隣市町の比較調査及び鈴鹿市における平成22年度の行政評価結果を調査するとともに、これらの調
査結果をもとに関係者による意見交換会を実施した。その上で行動計画（後期）或いは子育てに関わる各種
事業について、改善等の必要性が認められればその方向性を示すことを目的とした。

「仕事と子育てが両立しやすい鈴鹿市」の実現に向けて

目標

目標



Ⅱ．調査概要

　　　　　　　　　　　　

１．アンケート調査

　　　○調査期間　 ：　平成２３年１２月 １日(木)～１２月８日(木)

　　　○調査対象者：　鈴鹿市立保育所(６か所)利用者約５００人

　　　○アンケート内容：　添付資料－１参照

　　　○アンケート用紙回収者：　３４３人

２．近隣市町との比較調査　

　　　○近隣市町　：　四日市市、亀山市、津市、菰野町の３市１町

　　　○比較調査項目

　　　　①病児保育（病後児保育）　　　　　

　　　　②休日保育（土日祝）

３．平成22年度行政評価に関する調査

　　　○調査項目

　　　　①地域子育て支援拠点事業（1-2）　　　　　

　　　　②ファミリーサポートセンター事業（1-2）

　　　　③公民館における子育て支援事業（2-1）

　　　　④家庭児童相談室の体制強化（2-4）

　　　　⑤子育て情報誌（2-7）

　　　　⑥子育て支援総合コーディネート事業（2-7）

　　　　⑦育児休業制度等の普及・啓発（1-3）

　　　　⑧労働条件の確保・改善（1-3）

　　　　⑨休日保育事業（2-2）

　　　　⑩乳幼児健康支援一時預かり事業（2-2）

　　　

４．意見交換会　

　　　○開催日　　：　平成２４年 ２月２５日(土)１０時３０分～１２時

　　　○開催場所　：　ジェフリーすずか　ホール

　　

【事業スケジュール】

　　　・１０月・・・次世代育成支援行動計画に関する研修（ワークライフバランスについて）

　　　・１２月・・・市民アンケート実施

　　　・１月・・・・近隣市町との比較調査・市民アンケート結果のまとめ

　　　・２月・・・・行政評価に関する調査・市民団体との意見交換会

　　　・３月・・・・調査結果のまとめ及び報告書の提出
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１.正規
37.9％

２.非正規（嘱託）
4.4％

問１.　ｎ＝343

３.非正規
　　　（臨時 パート）

　　55.1％

４.無回答
2.6％

問２.　ｎ＝343

１.女性
95.9％

２.男性
2.6％

問３.　ｎ＝343

３.３０代
66.1％

２.２０代
15.5％

４.４０代
17.2％

Ⅲ．調査結果

１．アンケート調査結果

問１．　あなたの就業形態　

 

問２．　あなたの性別

問３．　あなたの年代

　今回の事業の目的である「仕事と子育てが両立しやすい鈴鹿市」の実現に向けて、どのような課題が

あるのかを把握するため、ワークライフバランス（仕事と家庭の調和）の視点からアンケート調査を実

施した。

　アンケート調査は、鈴鹿市内の公立保育所６か所において、働きながら子育てをしている保護者を対

象にアンケート用紙を渡し答えていただいた。この際、アンケート項目に答えるだけでなく、自由記述

として子育てに関する悩みやあったらいいなと思う事業（サービス）などを記載していただいた。
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問１　　　　　　　　　 　　回答数　　 ％

1.正規　　　　　　　　　　　 130　　37.9

2.非正規（嘱託）　　　　　　  15　　 4.4　　　　　

3.非正規（臨時　パート）　　 189　　55.1

4.無回答　　　　　　　　　　　 9　　 2.6

6  合　計　　　　　　　       343　 100.0

問２　　　　　　　　　　  回答数　　 ％

1.女性　　　　　　　         329　  95.9

2.男性　　　　　　　           9　　 2.6　　　　　

4.無回答　　　　　　           5　　 1.5�

  合　計　　　　　           343　 100.0

問３　　　　　　　 　　　 回答数　　　％

1.１０代　　　　　　 　        2　　 0.6

2.２０代　　　　　　          53　　15.5　　　　　

3.３０代 　　　　　　        227　　66.1

4.４０代　　　　　　        　59　　17.2�

5.５０代 　　　　　　          0　　 0.0

6.６０代　　　　　　        　 0　　 0.0�

7.無回答　　　　　　        　 2　　 0.6

  合　計　　　　　　         343　 100.0



問５.　ｎ＝321

１.はい（相手はフルタイム）
93.2％

２.はい（相手はパートタイム）
3.7％

３.いいえ
3.1％

１.ある
37.3％

２.ない
58.9％

問６.　ｎ＝343

３.現在利用中
　　2.6％

400

300

200

100

0

回答数

問４.　ｎ＝339 １．配偶者またはパートナー
２．子ども
３．親
４．その他

１．配偶者またはパートナー
91.7％

２．子ども
99.1％

３．親
17.7％

４．その他
3.8％
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問４　　　　　　　　　 　　回答数　　　％

1.配偶者またはパートナー　　　311　　91.7

2.子ども　　　　　　　　　　　336　　99.1　　　　　

3.親       　　　　　　　　　　60　　17.7

4.その他　　　　　　　　　　　 13　　 3.8�

  合　計　　　　　　　        339　 100.0

問４．現在同居している家族構成（あてはまるもの全てに○）（複数回答）

　

 

問５．（配偶者またはパートナーがいる場合）共働きですか

 

問６．あなたは、育児休業制度を利用したことがありますか

問５　　　　　　　　　 　　　 回答数　　　％

1.はい（相手はフルタイム）　　　299　　 93.2

2.はい（相手はパートタイム）　　 12　　  3.7　

3.いいえ                         10　    3.1

  合  計　　　　　              321　  100.0

問６　　　　　　　　　回答数　　　％

1.ある　　　　　　　　   128　　37.3

2.ない　　　　　　　　　 202　　58.9　　　　　

3.現在利用中               9     2.6

4.無回答　　　　　　       4　　 1.2�

  合  計　　　　　       343　 100.0
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問７　　　　　　　　　 　　　　 回答数　　　％

1.育児休業制度がない（なかった）　　　　　　　72　　 35.6　　　　

2.世話をする人がいるので必要でなかった        28　　 13.9　　　　　

3.職場環境のためとれなかった              29     14.4

4.その他　　　　　　　　　　　     63　　 31.1�

5.無回答　　　　　　　　　　　　　 10      5.0  

　合　計　　　　　　　            202　  100.0

問７．（問６で「２．ない」と回答された方に）その理由は何ですか　

 

　　（仕事をしていなかった）・・１９

　　・結婚し退職して、仕事をしていなかった

　　・保育園に入れてから働きはじめた。

　　・３歳まで自分で育てたかった。

　　・産後はしばらく仕事を控えたから

　　（結婚・出産を機に退職した）・・１８

　　・出産後に退職した

　　・自分が育てなければならないと自分もまわりも思っていたので、ずっと続ける仕事では

　　　なかったし、出産にあわせてやめました。

　　・現在はパートなので、産後は職を辞めるため

　　・妊娠とともに職場を退職した

　　・結婚した時に仕事を辞めた

　　・出産後、近くに子どもをみてくれる人がいなかったから、仕事復帰に不安があったから、

　　　退職

　　・当時、勤務時間が午後７時までだったので、育児休業後復帰できそうになかったので、

　　　退職しました。

　　（自営なので）・・・４

　　・自営のため、育児をしながら仕事ができた

　　・自営なので自分が仕事をしなければいけなかった

　　（その他）

　　・アルバイトだったので、関係ないから

　　・パートなので

　　・雇われてすぐだったので

　　・引越ししたため

　　・育児休暇制度を使わず、年休を当てる。年休がなくなれば使用したい。

問７.　ｎ＝192

２.世話をする人がいるので
必要でなかった

13.9％

４.その他
31.1％

１.育児休業制度がない
（なかった）

35.6％

３.職場環境のため
とれなっかた

14.4％

５.無回答
5.0％



- 6 -

問８　　　　　　　　　 　　回答数　　　％

1.ある　　　　　　　　　　　  36　　 28.1

2.ない　　　　　　　　　　　  92　　 71.9

  合　計　　　　　           128　  100.0

問８．（問６で「１ある」と回答された方に）育児休暇を取得することでプレッシャーを感じた

      ことがありますか。

　

 

問８－１．「ある」の内訳（複数回答）

 

問９．あなたの職場の人が育児休暇を取得したことにより、あなたの仕事上の負担を感じたことが

　　　ありますか

問１０．（問９で「１かなりある　２少しある」と回答された方に）その負担はどのようなこと

でしたか（複数回答）

問８-１　　　　　　　　　  回答数　　　％

①経営層から　　　　　　　　　 9　   25.7

②上司から　　　　　　　　　　22　　 62.9

③同僚から　　　　　　　　　　18　　 51.4

④家族から　　　　　　　　　   2　　  5.7�

⑤親族または地域から　　　　　 0　

問４　　　　　　　　　 　　回答数　　　％

1.かなりある　　　　　　　　　13　　　3.8�

2.少しある　　　　　　　　　　63　　　18.4　

3.ない　　　　　　　　　　　　113　　 32.9�

4.そんな経験はない　　　　　　129　　　37.6�

5.無回答　　　　　　　　　　　25　　　7.3�

  合　計　　　　　       　　343　  100.0

問４　　　　　　　　　 　　回答数　　　％

1.仕事が増えた　　　　　　　  61　　 93.8�

2.残業が増えた　　　　　　　　10　　 15.4　

3.責任が重くなった　　　　　　 8　　 12.3�

4.その他　　　　               0　　  0.0�

5.無回答　　　　　　　　　　　10

問８.　ｎ＝128

２.ない
71.9％

１.ある
28.1％

問９.　ｎ＝343

３.ない
32.9％

５.無回答
7.3％

２.少しある
18.4％

４.そんな経験はない
37.6％

20

10

0

回答数

5

15

25

問８-１.　ｎ＝35

①経営層から
②上司から
③同僚から
④家族から
⑤親族または地域から

①経営層から
9人

②上司から
22人

③同僚から
18人

④家族から
2人

60

0

回答数

20

40

80

問８-１.　ｎ＝65

１.仕事が増えた
２.残業が増えた
３.責任が重くなった
４.その他

１.仕事が増えた
61人

３.責任が重くなった
8人

２.残業が増えた
10人

１.かなりある
3.8％



- 7 -

問１１．あなたは今後育児休業制度を利用したいと思いますか　

 

問１１-２．「利用したいがむずかしいと思う」人の内訳（複数回答）

 

問１１－３．「利用しない」人の内訳

問１１－３－１．「世話をしてくれる人がいる人」の内訳（複数回答）

問１１－３－１　　　　　　 回答数　　　％

ア.配偶者　　　　　　　　　　　 7　　43.8�

イ.実父　実母　　　　　　　　　12　　75.0　

ウ.義父　義母　　　　　　　　　 4　　25.0�

エ.その他　　　　               0　　 0.0�

  

（その他）

・同僚、上司に迷惑をかけるので。

・休めるなら休みたいけど、雰囲気が悪くなると思う。

・パートなので、言い方は悪いが辞めざるをえない。

問１１　　　　　　　　　 　 　　 回答数　　　％

1.利用するつもり　　　　　　　　　　 80　　23.3

2.利用したいがむずかしいと思う　　　 68　　19.8　

3.利用しない　　　　　　　　　　　　176　　51.3

4.無回答　　                         19　　 5.6  

  合　計　　　　　                  343　 100.0

問１１－２　　　　　　　　 回答数　　　％

①仕事が忙しくて休めない　　　21　　 32.3

②休業中の収入が減る　　　    31　　 47.7　

③仕事に遅れをとる　　　      11　　 16.9�

④その他　　                  21　　 32.3

問１１－３　　　　　　　　　 　　回答数　　　％

①世話をしてくれる人がいる　　　     16　　 9.0�

②子どもをもつ予定がない　　        146　　83.0　

③その他　　                          7　　 4.0

④無回答　　　　　　　　　　　　　　　7　　 4.0

  合　計　　　　　                  176　 100.0

問11.　ｎ＝343

３.利用しない
51.3％％

４.無回答
5.6％

２.利用したいが
　　　　むずかしいと思う

19.8％

１.利用するつもり
23.3％

問11-３.　ｎ＝169

②子どもを
　　　　もつ予定がない

　83.0％

①世話をしてくれる人がいる
9.0％

③その他
4.0％

6

0

回答数

2

4

8

10

12

ア.配偶者
イ.実父　実母
ウ.義父　義母
エ.その他

問11-３.　ｎ＝16

ア.配偶者
7人

ウ.義父　義母
4人

イ.実父　実母
12人

20

10

0

回答数

30

40

問11-2.　ｎ＝65

①仕事が忙しくて休めない
②休業中の収入が減る
③仕事に遅れをとる
④その他

④その他
21人

①仕事が忙しくて休めない
21人

②休業中の収入が減る
31人

③仕事に遅れをとる
11人

④無回答
4.0％
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問１２．男性が育児休暇を取ることに対してどう思われますか

 

問１３．女性が育児休暇を取ることに対してどう思われますか

 

問１４．子どもの病気など何かあったときに休みは取りやすいですか

問１５．育児をしながら働くのに職場の制度・環境は整っていると思いますか

問１５　　　　　　　　　 回答数　　　％

1.思う　　　　　　　　　　  156　　45.4�

2.あまり思わない　　　　　　111　　32.4　

3.思わない　　　　　　　　   52　　15.2

4.わからない　　　　　　　   16　　 4.7�

5.無回答　　　　　　　　　　　8　　 2.3�

　合　計 　　　　　　　　　 343　 100.0

問１２　　　　　　　　　 回答数　　　％

1.良いと思う　　            287　　83.6

2.あまり良いと思わない　　   49　　14.3　

3.良くないと思う　　          3　　 0.9�

4.無回答　　                  4　　 1.2  

  合　計　　　　　          343　 100.0

問１３　　　　　　　　　 回答数　　　％

1.良いと思う　　　　　　　  337　　98.2�

2.あまり良いと思わない　　　　2　　 0.6　

3.良くないと思う　　　　　　　0　　 0.0�

4.無回答　　　　　　　　　　　4　　 1.2

  合　計　　　　　          343　 100.0

問１４　　　　　　　　　 回答数　　　％

1.取りやすい　　　　　　　  210　　61.3

2.取りにくい　　　          127　　37.0　

3.無回答　　                  6　　 1.7

  合　計　　　　　          343　 100.0

１.良いと思う
83.6％

２.あまり良いと思わない
14.3％

4.無回答
1.2％

問12.　ｎ＝343

１.良いと思う
98.2％

4.無回答
1.2％

問13.　ｎ＝343

２.取りにくい
37.0％

３.無回答
1.7％

問14.　ｎ＝343

１.取りやすい
61.3％

２.あまり思わない
32.4％

３.思わない
15.2％

問15.　ｎ＝343

１.思う
45.4％

４.わからない
4.7％

3.良くないと思う
0.9％

２.あまり良いと思わない
0.6％



0

回答数

150

100

50

問16-2.　ｎ＝343

１.「仕事」を優先

２.「家庭生活」を優先

３.「個人の生活」優先

４.「仕事」と「家庭生活」をともに優先

５.「仕事」と「個人生活」をともに優先

６.「家庭生活」と「個人の生活」をともに優先

７.「仕事」も「家庭生活」も「個人の生活」も全て優先

８.無回答

２.「家庭生活」を優先
40.3％

４.「仕事」と「家庭生活」を
ともに優先
33.2％

１.「仕事」を優先
20.1％
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問１６．あなたの生活の中での「仕事」「家庭生活」「個人の生活」の優先度について、最も

        近いものを1つ選んでください

（１）あなたの「理想」はどれですか。最も近いものを１つ選んでください

 

 

（２）あなたの「現実（現状）」はどれですか。最も近いものを１つ選んでください

問１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回答数　　　　　　　　　 ％

1.「仕事」を優先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　0.3�

2.「家庭生活」を優先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　129　　　　　　　　 37.6�

3.「個人の生活」を優先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　1.7�

4.「仕事」と「家庭生活」をともに優先　　　　　　　　　　　　　　　 　79　　             23.0�

5.「仕事」と「個人の生活」をともに優先　　                            3　              　0.9�

6.「家庭生活」と「個人の生活」をともに優先　　　                     47　　             13.7�

7.「仕事」も「家庭生活」も「個人の世活」も全て優先                   74                 21.6�

8.無回答　　                                                          4　　              1.2�

　合　計　　　　　　　                                              343　　            100.0

問１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回答数　　　　　　　　　 ％

1.「仕事」を優先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69　　　　　　　　 20.1�

2.「家庭生活」を優先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　138                 40.3

3.「個人の生活」を優先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　0.6�

4.「仕事」と「家庭生活」をともに優先　　　　　　　　　　　　　　　  114　　             33.2

5.「仕事」と「個人の生活」をともに優先　　                            1　              　0.3�

6.「家庭生活」と「個人の生活」をともに優先　　　                      8　　              2.3�

7.「仕事」も「家庭生活」も「個人の世活」も全て優先                    7                  2.0

8.無回答　　                                                          4　　              1.2�

　合　計　　　　　　　                                              343　　           100.0

0

回答数

150

100

50

問16-1.　ｎ＝343

１.「仕事」を優先

２.「家庭生活」を優先

３.「個人の生活」優先

４.「仕事」と「家庭生活」をともに優先

５.「仕事」と「個人生活」をともに優先

６.「家庭生活」と「個人の生活」をともに優先

７.「仕事」も「家庭生活」も「個人の生活」も全て優先

８.無回答

２.「家庭生活」を優先
37.6％

４.「仕事」と「家庭生活」を
ともに優先
23.0％
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問１７－１　　　　　　　　　 回答数　　　％

十分とれている                 116       33.8

まあ取れている                 186       54.2

あまり取れていない              29        8.5

全く取れていない                 4        1.2

無回答                           8        2.3

合　計　　　　　       　　    343　    100.0

問１７．次のそれぞれの時間は十分に取れていますか。あてはまるところに○をしてください

（仕事のための時間）

 

（家庭生活のための時間）

 

（地域活動に参加する時間）

 

（学習　趣味などの時間）

 

（休養のための時間）

問１７－２　　　　　　　　　 回答数　　　％

十分とれている                  49       14.3

まあ取れている                 210       61.2

あまり取れていない              72       21.0

全く取れていない                 7        2.0

無回答                           5        1.5

合　計　　　　　       　　    343　    100.0

問１７－３　　　　　　　　　 回答数　　　％

十分とれている                  15        4.4

まあ取れている                  94       27.4

あまり取れていない             144       42.0

全く取れていない                81       23.6

無回答                           9        2.6

合　計　　　　　       　　    343　    100.0

問１７－４　　　　　　　　　 回答数　　　％

十分とれている                   9        2.6

まあ取れている                  52       15.2

あまり取れていない             141       41.1

全く取れていない               134       39.1

無回答                           7        2.0

合　計　　　　　       　　    343　    100.0

問４　　　　　　　　　 　　　回答数　　　％

十分とれている                  11        3.2

まあ取れている                 108       31.5

あまり取れていない             150       43.8

全く取れていない                68       19.8

無回答                           6        1.7

合　計　　　　　       　　    343　    100.0

200

150

100

50

0

回答数

問17-1.　ｎ＝343 十分とれている

まあ取れている

あまり取れていない

全く取れていない

無回答

無回答
2.3％

十分とれている
33.8％

まあ取れている
54.2％

あまり取れていない
8.5％

全く取れていない
1.2％

250

200

100

50

0

回答数

十分とれている
14.3％

250

100

50

0

回答数

十分とれている
4.4％

150

100

50

0

回答数

150

100

50

0

回答数

150

問17-2.　ｎ＝343 十分とれている

まあ取れている

あまり取れていない

全く取れていない

無回答

無回答
1.5％

まあ取れている
61.2％

あまり取れていない
21.0％

全く取れていない
2.0％

十分とれている

まあ取れている

あまり取れていない

全く取れていない

無回答

無回答
2.6％

まあ取れている
27.4％

あまり取れていない
42.0％

全く取れていない
23.6％

問17-3.　ｎ＝343

十分とれている
2.6％

十分とれている

まあ取れている

あまり取れていない

全く取れていない

無回答

無回答
2.0％

まあ取れている
15.2％

あまり取れていない
41.1％ 全く取れていない

39.1％

問17-4.　ｎ＝343

十分とれている
3.2％

十分とれている

まあ取れている

あまり取れていない

全く取れていない

無回答

無回答
1.7％

まあ取れている
31.5％

あまり取れていない
43.8％

全く取れていない
19.8％

問17-5.　ｎ＝343
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問１８．ワークライフバランス（仕事と家庭の調和）という言葉をしっていましたか

 

※就業形態別クロス集計

問４　　　　　　　　　 　　回答数　　　％

1.よく知っていた　　　　　　　25　　　7.3�

2.大体知っていた　　　　　　　77　　　22.4　

3.あまり知らなかった　　　　　95　　　27.7�

4.全く知らなかった　　　　　　142　　　41.4

5.無回答　　　　　　　　　　　　4　　　1.2

  合　計　　　　　       　　343　  100.0

100

50

0

回答数

150

問18.　ｎ＝343

１.よく知っていた

２.大体知っていた

３.あまり知らなかった

４.全く知らなかった

５.無回答

５.無回答
1.2％

１.よく知っていた
7.3％

２.大体知っていた
22.4％

３.あまり知らなかった
27.7％ ４.全く知らなかった

41.1％

0　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90　　100　

合計

１.正規

２.非正規（嘱託）

３.非正規（臨時　パート）

４.無回答

問18.　ｎ＝343

１.よく知っていた

２.大体知っていた

３.あまり知らなかった

４.全く知らなかった

５.無回答

11.1　11.1　　   22.2　　        33.3　          　22.2

1.6　　19.6　　　　　30.2　　　　　　　　　　48.1　　　　　0.5

20.0　　　　20.0　　　　　　33.3　　　　　　20.0　　6.7

13.8　　　　　27.7　　　　　23.8　　　　　　34.6　　　　0.0

7.3　　 22.4　　　      27.7　　　          41.4　　　   1.2
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問１９．子育てに関する悩み、あったらいいなと思う事業（サービス）など、ご意見を

        お聞かせ下さい

        （自由記述で子育てに関する意見を聞いたところ、多くの意見が寄せられた。寄せられた意見を項目別に

          分類してまとめ，以下に示した。）

　　　　分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　あったらいいなと思うこと

病児・病後児保育について　　　・子どもが病気になった時、一時的に預かってもらえる場所がほしい。

                          　　（１０数人からの意見）

　　　　　　　　　　　　　　　・病後児保育の施設が１箇所しかなく利用しにくい。もっと増やして

　　　　　　　　　　　　　　　　ほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・病後児保育は、かかりつけ医の診断書などで預かってもらえるとか、

　　　　　　　　　　　　　　　　枠を広げてほしい。

医療費について　　　　　　　　・小学校卒業まで医療費は無料にするか、補助金制度をつくってほし

　　　　　　　　　　　　　　　　い。

　　　　　　　　　　　　　　　・インフルエンザの予防接種費は市が負担してほしい。

土日祝の休日保育について　　　・（仕事の関係もあり）土日祝も保育してもらえるところがほしい。　

　　　　　　　　　　　　　　　　（１０数人からの意見）

　　　　　　　　　　　　　　　・土日に預けられる託児所があると助かる。

　　　　　　　　　　　　　　　・兄弟は、同じ保育園へ入れる制度をつくってほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・公立保育園は、土曜日の保育時間が短いのでそれを補うサービスが

　　　　　　　　　　　　　　　　あるといい。

保育時間・延長保育について　　・急に仕事が入った時など、インターネットで延長を申し込めるサポ

　　　　　　　　　　　　　　　　ートがあるとよい。

　　　　　　　　　　　　　　　・下の子の育休期間中でも上の子が保育所を利用できるようにしてほ

　　　　　　　　　　　　　　　　しい。

　　　　　　　　　　　　　　　・育児休業後、仕事がなくなっても保育園を退園しなくてよいように

　　　　　　　　　　　　　　　　してほしい。

学童保育について　　　　　　　・全ての地域に学童保育施設を設置してほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・学童保育施設は小学校の近くにあってほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・地域の学童保育施設は満員なので、もっと小学生を預かってもらえ

　　　　　　　　　　　　　　　　るところがほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・学童保育の時間は、8時半～18時と制約がある。保育所と同じよう

　　　　　　　　　　　　　　　　に7時半～19時にしてほしい。

ファミリー・サポート・センター　　・利用させていただいた時、子どもは楽しかったようで親子共々助か

について　　　　　　　　　　　　　っています。

　　　　　　　　　　　　　　　・仕事の帰りが遅くなった時、お迎えを頼めるので助かります。

　　　　　　　　　　　　　　　・個人宅に預けることになるので不安があります。

あったらいいなと思うこと（主なもの）
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　　　　分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　あったらいいなと思うこと

就職活動と就労環境について　　・小さい子どもがいると、なかなか仕事が見つからない。小さな子ど

　　　　　　　　　　　　　　　　もを持つ母親に仕事を案内するサービスがあればよい。

　　　　　　　　　　　　　　　・子どもの年齢が低いうちは、希望すれば転勤が免除されるようにな

　　　　　　　　　　　　　　　　ってほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・子育て中の人が働きやすく、就職しやすい企業、働きやすい時間等

　　　　　　　　　　　　　　　　の情報を提供してくれるサービスがあるとよい。

　　　　　　　　　　　　　　　・育児休暇中は、周りの人に負担をかけることになり「必ず代替の人

　　　　　　　　　　　　　　　　を配置する」という制度がないと、２人目、３人目の妊娠を考えて

　　　　　　　　　　　　　　　　しまいます。

子育ての悩みやストレスについて　　・子育てなど母親が１人でしているのでストレスが溜まり、つい子ど

　　　　　　　　　　　　　　　　もにきつく当たってしまうことがある。

　　　　　　　　　　　　　　　・土日夜間に育児の電話相談ができるとよい。

　　　　　　　　　　　　　　　・地域の公民館や広場で地域の方々に遊んでもらう事業があるとよい。

　　　　　　　　　　　　　　　・職場では、急な子どもの病気や自分自身の体調不良の時、気兼ねせ

　　　　　　　　　　　　　　　　ずに休めるくらいの人員確保をしてほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・家族のために残業時間もとれず、急いで家に帰っているため、仕事

　　　　　　　　　　　　　　　　も家庭も満足からほど遠い状態です。

　　　　　　　　　　　　　　　・誰もがワークライフバランスを自分の理想とするところまで持ちた

　　　　　　　　　　　　　　　　いと思いますが、できていないのが現状です。

子育ての環境・男女共同参画について� ・もっと地域の人々で子どもを育てていくという環境があればいいと

　思う。

・男性が育児休暇を取れば「嫁の尻にひかれている」などと、まだま

　だ言われる時代だ。

・男性だけで子どもの世話をする日や場所があれば、人の意識も変わ

　るのではないか。

・保育所が休みの時に子どもを連れて行けない用事ができた時など、

　子どもを預けられるサービスがあるとよい。

・子どもが小学校へ入る前、学童保育や小学校での授業時間などが分

　からないので早期から知らせてほしい。

交流の場・遊びの場について�　 ・子育てをしている母親が話し合いをしたり、交流できる場を増やし

　　　　　　　　　　　　　　　　てほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・子育ての悩みを気軽に話せて、相談できるメール制度があるとよい。

　　　　　　　　　　　　　　　・りんりんなど利用したくても日曜祝日にやっていないので、利用で

　　　　　　　　　　　　　　　　きない。仕事をしている人も使えるようにしてほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・無料で遊べる室内公園のような場所がほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・天候に関わらず子どもが体をたくさん動かして遊べることのできる

　　　　　　　　　　　　　　　　場所がほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　・りんりんや、児童センターのような子どもを自由に連れて行ける場所

　　　　　　　　　　　　　　　　がもう少しあるとよい。



菰野町

四日市市

鈴鹿市亀山市

津市
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２．近隣市町との比較調査

①病児保育・病後児保育

鈴鹿市

■乳幼児健康支援一時預かり事業
（病児保育室ハピールーム）　

　病気はほとんど回復しているが、まだ保育園な
どでの集団生活が困難で、家庭でも保育ができな
い児童を一時的にお預かりする事業で、鈴鹿市が
白子クリニックに委託しています。利用するには、
事前に白子クリニック小児科での受診が必要です。

○利用対象　市内の保育所や幼稚園などに
　　　　　通園している児童 
○利用料　1,500円（別途食事、ミルク、
　　　　　おやつ代500円必要）
○利用時間　8時45分～17時30分
○休　み　日曜日、祝日、お盆、年末年始
 
○問合せ　鈴鹿市病児保育室ハピールーム
　　　　　鈴鹿市南江島町8-10　
　　　　　Tel 388-7717　Fax 388-7718

四日市市�

■四日市市病児保育室（カンガルーム）　
　「カンガルーム」は病気療養中で、まだ保育園
・小学校などの集団生活に不安がある子どもを、
一時的にあずかるところです。

○利用対象（次のすべての要件を満たしていることが必要です。）

　・四日市市内に居住している。
　・保育園、幼稚園、小学校などに通園また
　　は通学している。
　・病気回復期にあり、通園または通学が困
　　難である。
　・保護者の勤務などの都合により、家庭で
　　の育児をうけることが困難である。
○利用料　
　・利用料　1日2,000円
　　(所得税非課税世帯／1,000円、
　　　市民税非課税・生活保護世帯／無料)

　・食事、ミルク、おやつ代は実費(500円程度)
　・診察代
○利用時間
　・月曜日～土曜日　8時45分～17時30分
　・木曜日の利用については原則前日までに
　　「二宮病院」を受診のうえ予約していた
　　児童に限る。（利用状況により利用でき
　　る場合もありますのでお問い合わせくだ
　　さい）　
　　前日予約がなければ閉室していることも
　　あります。

■津市病児・病後児保育
（津病児デイケアルーム「ひまわり」）
○利用対象（次の要件を満たしていることが必要です。）

　・市内在住の0歳（生後57日目）から小学
　　校6年生まで
　・病気回復期で医療機関による入院治療の
　　必要はないが、安静を保つことが必要な
　　子ども
　・保育園、幼稚園、小学校等で集団保育が
　　困難な子ども
　・保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、
　　冠婚葬祭等やむを得ない理由で、家庭で
　　の育児が困難な子ども
○利用時間
　・月曜日～水曜日、金曜日…8時30分～17時45分
　・木曜日…8時30分～13時
　・土曜日…8時30分～17時　
○休　み　日曜日、祝日、8月13日～15日、
　　　　　12月29日～1月4日
○利用料金
　1. 登録料（初回のみ）　1,000円
　2. 利用料　1日につき2,000円
　　（食事、ミルク、おやつ代含む）　
　　 ※木曜日は1,000円

亀山市�
実施していない。

■病後児保育（聖マリアこども園）

○利用対象　町内に住所がある満1歳から小学3年生
　　　　　までの子ども
○利用料　子ども1人につき、1日あたり1,000円　
　　　　　ただし、所得による減免や免除制度あり。

　　　　　昼食が必要な人は実費を支払います。
○利用時間　8時30分～17時30分
○休　み　土曜日・日曜日
○定　員　1日につき3名。定員を超える場合は預
　　　　　かることはできません
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菰野町

津市



菰野町

四日市市

鈴鹿市亀山市

津市
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②休日保育について

鈴鹿市

■休日保育
　保育園を利用している保護者の方、日曜
日、祝日に仕事等のため、家庭で子どもの
保育が困難な場合、特定の保育園で子ども
の保育を行うものです。
　市内2ヵ所（みそら保育園、ぐみの木ほい
くえん）の保育園が行っています。保育時
間、利用料等は園によって異なりますので、
直接保育園へお問い合わせください。

四日市市�

■休日保育とは・・・
　・認可保育園がお休みとなる日曜日や祝日
　　等に、恒常的にお仕事等により（冠婚葬
　　祭等の一時的、緊急的な場合は除きます。）
　　ご家庭で保育できない保護者に代わって
　　お子さまをお預かりします。
○保育を行う休日は・・・　
　・日曜日、国民の祝日（振替休日を含む）
　　※ただし、年末年始（12月29日～1月3日）
　　　は除きます。
○ご利用いただける方は・・・　
　・四日市市内にお住まいの認可保育所に在
　　園している児童で （広域入所等で市外の
　　保育所に入所している児童を含みます。）、
　　児童の保護者のいずれもがお仕事等によ
　　り、休日にご家庭での保育が困難な児童
　　です。 
○保育実施園
　・西浦保育園�
　　四日市市久保田二丁目5番3号�
　　年齢　満8ヶ月～（※1）�
　　定員　10名程度（※2）
※1.休日保育を利用する月の初日現在で、原
　　則として満8ヶ月から受け入れます。
※2.ただし、定員は受入児童の年齢により変
　　動します。

亀山市�
実施していない。

菰野町�
実施していない。

津市�

■休日保育とは・・・
　・保育所に入所中の児童が、保護者の日曜
　　日、祝休日の勤務等やむを得ない事情に
　　より家庭での保育ができない場合、市内
　　１カ所の保育所で保育をしています。
○保育実施園
　・さつき保育園� �
○保育時間　8時30分～17時
※事前の利用登録申請が必要です。また、利
　用料が必要となります。

※近隣市町の比較調査は各自治体の
  ホームページから検索しました。
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３．平成２２年度行政評価（単位施策・事務事業評価）に関する調査結果

　平成２２年度から５か年計画でスタートした次世代育成支援行動計画（後期計画）に関する平成

２２年度行政評価（単位施策・事務事業評価）について、私たちＮＰＯ法人２１世紀の子育てを考　　

える会．鈴鹿では、行政による内部評価の資料を元に調査をし、当団体による事務事業評価を実施　　

した。
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○行動計画実施状況に対する評価結果

当団体による評価の説明番号 行動計画での事業名 所管課 進捗達成度評価

所管課�  当団体

・子育て支援センターりんりんは、

　1日当たり137人平均の利用者があ

　り、多くの人達に有意義に利用さ

　れている。

・開館時間の延長（30分延ばして17

　時まで）や第2火曜日・日曜日の開

  館を希望する声もある。

・りんりんのｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを中心に情報

　交換が図られている。

・利用者も前年度より増加し、好評

　との評価を得ている。

地域子育て支援拠点

事業（センター型、

ひろば型）�   

1-2/1-3 子育て支援課 センター

型 ３

ひろば

型 ４

３

３　　　４　　

公民館における子育て

支援事業

・公民館運営委員会の計画のもと、

　民児協や町民会議と連携して講演

　会や各種事業が行われている。

2-1/1-2 生涯学習課 ３� 　３

・相談室の体制の充実を図られたと

　いうことで、相談件数が大幅に増

　え、それに対応している。

・再発防止のため関係部門との連携

　強化が図られている。

2-4/1-2 家庭児童相談室の体制

強化

子育て支援課 ３� 　４

・平成21年度と比較すると22年度は

　提供会員が＋24人で、利用者数が

　＋230人と大きく拡大している。

・利用者には仕事で遅くなった時、

　迎えを頼めるので有り難い等の声

　がある。

1-2/2-2 ファミリー・サポート・

センター事業

子育て支援課

《評価の指標》
１ : 遅れている
２ : やや遅れている
３ : 計画通り
４ : ほぼ達成
５ : 達成



- 17 -

2-7/2-1  子育て情報誌�   子育て支援課　　３　　　３　　・計画に基づいて実施された。

2-7/2-2　子育て支援総合

　　　　　コーディネイト事業�
子育て支援課　　３　　　３　　・計画に基づいて実施された。

・２つの事業とも事業計画の概要で

　は「市民・事業者に対して、広報

　活動を通じて、育児休業制度の主

　旨理解と制度普及を促進する」と

　なっているが、実施された内容は

　三重県からの依頼を受けたものだ

　けで、自主事業として行われたも

　のは見受けられない。

・また、県から受け取ったチラシ等

　は窓口に置いたりして庁内で処理

　されている。

・商工会議所、青年会議所など事業

　者団体との連携が望まれる。

・市内には多くの保育園があるが、

　実施されたのは私立保育園の２か

　所だけになっている。

・平成22年度になってから始めたと

　ころは利用者が非常に少ないとの

　こと。保護者への周知方法の改善

　が望まれる。

・アンケートからもこの事業に対し

　ては保護者からのﾆｰｽﾞが強く出て

　いる。

・平成２２年度は２０年、２１年より

　利用者が３０％増えた。しかしな

　がら、１人１日当たり１.８万円も

　の事業費が投入されている。

・税の投入額と利用料のバランスが

　これでよいのか検討が必要と思わ

　れる。

1-3/2-2

1-3/2-3

育児休業制度等の普

及・啓発

労働条件の確保・改善

産業政策課

産業政策課

　３　    ３

  ２   　 ２

2-2/1-4 休日保育事業�       子育て支援課�　４� 　 ３

子育て支援課�　３� 　３�2-2/2-2 乳幼児健康支援一時

預かり事業

※関係部署へのアンケート調査及びヒアリング調査

・生涯学習課（アンケート調査）2012年2月下旬

・産業政策課（アンケート調査）　　　〃

・子育て支援課（ヒアリング調査：2012年3月7日（水））
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４．意見交換会結果

　　　　ページ２の「Ⅱ．調査概要の４．意見交換会」に記載したとおり、アンケート調査結果を報告し、

　　　意見交換を実施した。

○アンケート調査結果についての説明

　　・アンケートに答えていただいた人は、３４３名中男性は９名(2.63％)で、年代別では３０代が一番多

　　　く２２７名（66.2％）、４０代の人は５９人(17.21％)であった。

　　・就業形態については、正規が１３０名（37.9％）、非正規（嘱託・臨時・パート）は２０４名（59.5％）

　　 と非正規の人が約6割であった。

　　・同居の家族をたずねたところ、核家族が8割であった。

　　・育児休業制度の利用についてたずねたところ、制度を利用したことがあるが１２８名（37.3％）

　　・利用したことがないが２０２名（58.9％）であった。利用しなかった理由として、結婚・出産を機に退

　　　職したという声が多かった。女性の就労を考える上で、結婚・出産は障壁になっている現状がうかがえ

　　　る。

　　・男性と女性が育児休暇を取ることに対してどう思われますかとの問いに、女性が育児休暇を取ることに

　　　ついては、良いと思うが３３７名（98.3％）に対して、男性が育児休暇を取ることについては、良いと

　　　思うが２８７名（83.7％）という結果であった。

　　・子どもの病気など何かあったときに休みはとりやすいですかとの問いに、取りやすいが２１０名（61.2％）

　　　に対して、取りにくいとの回答は１２７名（37.0％）という結果であった。

　　・育児をしながら働くのに職場の制度・環境は整っていると思いますかとの問いに、１５６名（45.5％）

　　　が思うとの回答に対して、あまり思わない・思わないが１６３名（47.6％）という結果であった。

　　・「ワークライフバランス」という言葉を知っていますかとの問いに、よく知っていた・大体知っていた

　　　が１０２名（29.7％）に対して、あまり知らなった・まったく知らなかったが２３７名（69.1％）

　　　という結果であった。

　　・子育てに関する悩み、あったらいいなと思う事業（サービス）などについて自由記述をお願いしたとこ

　　　ろ多くの悩みや要望が寄せられた。（詳細は12～13ページ参照）主なニーズとしては、①病児・病後児

      保育②土日祝の休日保育③ファミリーサポートセンターであった。

○意見交換

　　・アンケート結果から、非正規雇用が多いという現状が分かり、社会構造の問題や格差による社会の歪み

　　　を考えさせられる課題がたくさんある事が理解できた。

　　・自分自身は非正規の経験しかないが、それは労働に対する考えや様々な要因があって、自らが非正規雇

　　　用を選んだという背景があるが、現在では正規で働きたくても非正規でしか働けない状況がある。その

　　　結果、身分の保証がされず仕事を続けたくても続けられないという現実がある。非正規雇用にも権利は

　　　ある。雇用の問題をもっとしっかり考えなくてはいけないのではないか。
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　　・地域福祉の観点から見れば、介護は嫁の仕事という認識が社会全体にあったが、介護保険法が成立し

　　　てからは、「介護の社会化」が実現できた。訪問サービスの充実もあり、公的サービスを利用しなが

　　　ら家庭での介護というバランスも調整が取れるようになった。また、男性も介護に対しては積極的に

　　　参加する姿勢が見られる。一方で子育てになると、法的な整備もなく、地域福祉計画にも高齢者福祉

　　　・障害者福祉といった視点はあるが、残念ながら子育てに関しては視点が欠けている。子育ても介護

　　　と同じように、「子育ての社会化」が必要ではないか。

　　・長年企業で働いてきた企業人としては、子育てで育児休暇を取ることは権利としては十分理解できる

　　　が、本音をいうと痛手となる。育児休暇中で人員が不足した部署に人を雇用して一から仕事を教えて

　　　いくとなるとかなりのコストがかかる。では、従業員の賃金を低くして、雇用を確保していくかとい

　　　うと、それも難しい問題があり、とても悩ましい問題である事は事実である。

　　・「ワークライフバランス」というが、実際の職場ではそのようなゆとりがないことが現状である。矛

　　　盾を感じる。社会構造の問題となってくる。

　　・自分自身は実の両親が近くに住むという恵まれた環境から正規職員として働ける。しかし、同じ保育

　　　園のお母さんには子どもが病気をすると自分が休みを取らなくてはいけないなど、この冬の季節はイ

　　　ンフルエンザの心配など、毎日ハラハラしながら仕事をしている女性もいる。また、本当は正規でフ

　　　ルタイムで仕事をしたいと願っているが、子育てにかかる負担などから、パートで働くことを選択す

　　　るお母さんもいる。それぞれの個人が人生において何を優先するのかは個人の問題ではあるが、子育

　　　てによって何かをあきらめざるえない現状はどうにか改善したい。

　　・二人の子どもがいるが、会社で育児休暇制度を使って働き続けてきた。会社に育児休暇制度を利用し

　　　た女性がおらず、その当時の上司にもあまり理解されずプレッシャーを感じた。その後、徐々に会社

　　　の中にも育児休暇に対する理解も深まり、最近では男性も短期間ではあるが育児休暇を計画的に取得

　　　するといった職場環境が出来つつある。働きながら子育てするお母さんは時間がなく、子育てに対す

　　　る余裕もない。土曜日の午前中に買い物や病院など自分自身の時間を取りたいが、保育園では土曜日

　　　の保育はあっても、土曜日に保育をお願いすると快く受け入れてもらえないことがあった。

　　・自分自身は専業主婦として三人の子育てをしている。鈴鹿にいる妹はパートで働き、子どもが病気に

　　　なった時も親に見てもらえる環境があるが、それでも仕事でのストレスなど苛立ちが子どもへ向かう

　　　時がある。また、さまざま制度があるがそれを知らないことが多々ある。多くの若いお母さんたちの

　　　拠り所となる施設があれば良いのではないか。

　　・子育て支援センターが、その拠り所となるのではないか。しかし、働く母親は平日仕事で子育て支援

　　　センターを利用できない。土曜日は開館しているが、日曜日も開館して頂けると働く母親にも父親に

　　　も助けになるのではないか。それから、子育て支援センターは、公共交通機関で行ける場所ではなく、

　　　不便を感じている保護者がいると聞く。Ｃバスの運行と停留所の設置ができないかという声もある。

　　・介護は地域社会全体で支えていくという認識が社会に広がった。このような動きを子育てにも繋げて

　　　いきたい。子育てについて地域社会で支え合える仕組み作りが必要。それには、鈴鹿市社会福祉事務

　　　所や鈴鹿市社会福祉協議会との連携がとても大切になっていくと考える。「子育ての社会化」これが

　　　重要である。
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Ⅳ　まとめ

　　　　平成２２年度から５か年計画でスタートした「鈴鹿市次世代育成支援行動計画（後期計画）」を実効

　　　性あるものとするため、私たちＮＰＯ法人２１世紀の子育てを考える会．鈴鹿は、市民の視点に立って

　　　進捗状況を評価し、改善策などその方向性を示すための事業を受託した。

　　　　昨年度に引き続き、この事業の第２段階として、鈴鹿市における現状を把握するために、働きながら

　　　子育てをする母親を中心とした親へのアンケート調査（意識調査：今年度は「ワークライフバランス」

　　　に関する）を行うとともに、その調査結果をもとに意見交換会を実施した。また、行政による事務事業

　　　評価を当団体（市民の視点から）によって評価するとともに、近隣市町との比較調査も実施した。これ

　　　らの調査結果から次のことが言える。

１．�アンケート調査

　　　（１）アンケート調査を実施した結果、回答者は女性が３２９名（９５．９％）と母親の声が圧倒的に

　　　　　　多く、昨年度のアンケート調査と同様に、男女共同参画でもある子育てについて、父親（男性）

　　　　　　の声がなかなか聞こえてこないという結果となった。ワークライフバランスの観点からも、子育

　　　　　　て中の父親の声を把握し、行動計画に反映させていくことが課題となる。

　

　　　（２）今回のアンケート調査の結果、就業形態が正規・非正規と違うことによって、回答内容も変化す

　　　　　　る傾向がみられたが、今回は就業形態によっての回答の違い（クロス集計）については明記して

　　　　　　いない。今後は、女性の正規・非正規の就業形態の違いによる課題やニーズなど、日本の社会構

　　　　　　造を視野に入れた調査をする必要がある。

　　　（３）ワークライフバランスという言葉について、まったく知らなかった方が４１．４％という結果に

　　　　　　なったが、今回のアンケート調査の実施で「ワークライフバランスの普及啓発」に貢献できたと

　　　　　　考える。今後は、企業（経営者）に対して、また市民に対して、ワークライフバランスの講演会

　　　　　　や研修などの事業を実施していくことが重要である。

　　　（４）自由記述に中で、特に多くの意見・要望として出された主なニーズとしては、①病児・病後児保

　　　　　　育②土日祝の休日保育③ファミリーサポートセンター　であった。これらのニーズを次世代育成

            支援行動計画に反映させていくことが重要である。

２．近隣市町との比較調査　

　　　（１）昨年度と同様に今回の調査でも、四日市市、津市、亀山市、菰野町の４市町との比較調査を実

　　　　　　施した。比較内容としては、病児保育と休日保育の２項目であったが、どこの市町でも予算な

　　　　　　どの課題がある事業であることが理解できた。なお、亀山市においては実施していない現状で

　　　　　　あった。女性の社会進出や核家族の増加など、仕事と子育てを両立するためには必要な事業で

　　　　　　あり、今後は男女共同参画社会・ワークライフバランスの視点からも検討する必要性がある。



- 21 -

３．平成２２年度行政評価（単位施策・事務事業評価）に関する調査

      （１）平成２２年度の事務事業評価に関する調査を実施した結果、事業に関する担当課と当団体による

            事業評価に若干の相違はみられたが、各担当課ともに次世代育成支援に関する事業は、しっかり

            と取り組まれており、今後のさらなる発展が期待できると考える。

　　　

４．意見交換会

      （１）意見交換会で、介護と子育てを比較した意見から、介護の社会化と子育ての社会化＝地域福祉と

            次世代育成の連携、また、社会構造の問題など、山積する社会の課題について率直な意見交換が

　　　　　　行えたことは大変貴重な機会であった。このような場での声を集約し行政へ届け、市民の視点・

　　　　　　ニーズから市民と共に新たな事業を組み立てていくこと（ＰＤＣＡ）が、次世代育成支援行動計

　　　　　　画のみならず、地域福祉計画や男女共同参画基本計画などの行政計画でも必要と考える。

      （２）働きながら子育てをする女性の非正規雇用率の高さは、性別による役割分担意識の高さが関係す

            ると考えられる。女性の就労環境の改善など、男女共同参画の視点を次世代育成支援・子育て支

            援に反映させることが重要である。また、「ワークライフバランス」の考え方の普及・啓発は男

            女共同参画課と子育て支援課が協働して実施することが望ましいと考える。

      （３）次世代育成支援・子育て支援は、社会全体で子育てを応援していくこと＝「子育ての社会化」を

            前提としているが、「介護の社会化」のような状況とは距離がある。介護保険の様な制度が子育

　　　　　　て支援にないことも要因と考えられるが、小学校区を基本とした地域活動にもっと子育て支援の

　　　　　　視点を取り入れる必要性があると考える。また、行政・学校と市民活動団体・自治会・社会福祉

　　　　　　協議会・企業といった多様な主体が連携していかなければ達成できない課題である。そのために

　　　　　　は、ネットワーク（連携）の構築が不可欠であり、多様な主体によって熟議を重ねながら、「子

　　　　　　育ての社会化」を進めていくことが重要である。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

    「地域福祉計画」・「教育振興基本計画」・「男女共同参画基本計画」などの各種計画と

    「次世代育成支援行動計画」との連携した取り組みが重要である。



- 22 -

Ⅴ．施策の方向性

        今回の調査結果及び意見交換会から、私たちＮＰＯ法人２１世紀の子育てを考える会．鈴鹿では、次

      世代育成支援・子育て支援について、５つの提案をし、施策についてその方向性を示すこととした。

１．病後児保育のさらなる充実

      　今回のアンケート調査で最もニーズの多かった「病後児保育」のさらなる充実について検討が必要と

　　　思われる。

　　　　仕事と子育てが両立しやすい鈴鹿市にするために、病児・病後児保育の整備は必要不可欠であるが、

　　　現状では市内の医療法人に委託している１箇所となっている。利用対象者は保育所、幼稚園等に通園す

　　　る児童が主であるが，小学生についても低学年を中心に状況に応じて利用対象としている。アンケート

　　　調査の中での要望として、病後児保育利用前の白子クリニックの受診を別のかかりつけ医の受診や診断

　　　書等でも利用が可能にならないのかといった意見があるが、医師の診断や施設との連携など管理上及び

　　　委託契約上等の問題もあるため、今後の検討課題であろう。利用者のニーズを的確に把握し、対応施設

　　　の増設も含めて病後児保育のさらなる充実を図ることが重要である。

２．土曜・休日保育など保育のさらなる充実

　      今回のアンケート調査でニーズの多かった「土曜・休日保育など保育」のさらなる充実について検討

　　　が必要と思われる。

　　　　多様化する就業形態の中で仕事と子育てを両立するためには、土曜・休日保育など多様な保育が必要

　　　である。特に休日保育は市内の２カ所で実施しているが、市民への周知が十分とは言えず，もっと積極

　　　的な広報も必要である。

３．次世代育成支援・ワークライフバランスに関する啓発活動

　　    次世代育成支援・ワークライフバランスに関する広報活動や講演・研修など啓発活動について検討が

　　　必要と思われる。       

　　　　次世代育成支援・ワークライフバランスを社会全体の取り組みとするためには、様々な主体が連携し

　　　協働しなければ実現は不可能である。特に、働きながら子育てをする環境を整えるためには、企業への

　　　啓発・広報活動は重要である。今後は、商工会議所と連携したさまざまな広報活動やワークライフバラ

　　　ンスに関する経営者に対する研修などさまざまな事業の展開が必要と考えられる。
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４．子育て支援センターのさらなる充実（日曜日開館とＣバスの運行）

      　今回のアンケート調査でも要望の声があったが、子育て支援センターの日曜日の開館（今年度は保育

      所利用者対象のアンケートであり、利用形態は異なるケースである。）とＣバスの運行（停留所の設置）

      について検討が必要と思われる。

　　　　現在、日曜日に開館している子育て支援センター及びつどいの広場はない（近隣市町でも同様に開

　　　館している施設はない。）が、就労体系の多様化に伴う休日の違いなど利用形態の変化や父親の子育て

　　　参加及び学習機会の提供といった理由などから日曜日の開館を希望する声がある。（土曜日が開館して

　　　いるので助かっているという声もあり。）

　　　　また、意見交換会での意見でもあった、Ｃバスの運行及び停留所の設置については、子育て支援セン

      ターへの交通手段が車に限られる立地条件であるため、車のない親子は利用することが難しいことによ

      るものである。公共交通機関であるＣバスの運行及び停留所の設置が望まれる。

 

５．インターネットによる情報発信のさらなる充実

        ニーズの高いインターネットによる情報発信のさらなる充実について検討が必要と思われる。

        インターネットが普及した現代社会において、情報収集の手段として鈴鹿市のホームページは大変便

      利なツールとなっているが、更なる子育て情報や悩み・相談コーナーなどを設置することにより、子育

      て中の親子にとっては大きな手助けになるものと考えられる。

        また、子育てしながら働くため（ワークライフバランス）のアドバイスや再就職したい母親のために

      マザーズハローワークの紹介・リンクなど、さまざまな子育て情報を一元化する試みが一部の市町では

      実施されており，浜松市（資料２）のように、市民が主体となって作成したホームページは子育て中の

      親子にとって大変利用しやすいものとなっている。

  

「みんなで支える　鈴鹿の子育て」
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　鈴鹿市で子育てをしながら働いている保護者の皆さまへ
～「ワークライフバランス（仕事と生活の調和）」についての皆さんの声をお聴かせください～

※ワークライフバランスとは…働く人が仕事上の責任を果たそうとすると、仕事以外の生活でやりたいことや、やらなけ
　ればならないことに取り組めなくなるのではなく、両者を実現できる状態のことです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　次世代育成支援（子育て支援）に関するアンケ－ト調査　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年１２月
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　【鈴鹿市次世代育成支援行動計画（後期計画）進行管理及び評価業務委託事業】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特）２１世紀の子育てを考える会．鈴鹿

　
（参考）少子高齢化が進む中、子育てにおける不安や孤立を抱える保護者の増加や仕事と家庭の両立など、
　さまざまな課題への対応が求められており、子育て中の親や子どもを支援する次世代育成に関する各種施策
　を推進していくため、次世代育成支援行動計画が策定されています。鈴鹿市では、平成２２年度から５ヵ年
　計画で鈴鹿市次世代育成支援行動計画(後期計画)を基にさまざまな事業を実施しています。

　問１　あなたの就業形態

　　　　　１　正規　　　　　２　非正規（嘱託）　　　３　非正規（臨時・パート）　　

　　　

　問２　あなたの性別

　　　　　１　女性    　　　　　　２　男性

　問３　あなたの年代

　　　　　１　１０代　　　　　　　２　２０代　　　　　　 ３　３０代

　　　　　４　４０代　　　　　　　５　５０代             ６　６０代以上

　問４　現在同居している家族構成（あてはまるもの全てに○）

　　　　　１　配偶者またはパートナー　　　

　　　　　２　子ども（ ①幼児 　②小学生 　③中学生　④高校生以上 ）

　　　　  ３　親    （ ①実父　　②実母　 　③義父　　④義母 ）　

  　　　　４　その他（                                                                  ）

        

　問５　（配偶者またはパートナーがいる場合）共働きですか

　　　　　１　はい（相手はフルタイム）　　２　はい（相手はパートタイム）　　３　いいえ

　問６　あなたは育児休業制度を利用したことがありますか

　　　　　１　ある　　　　　　　　　　２　ない　　　　　　　　　 　３　現在利用中

Ⅵ．資料

       資料１：アンケート調査の資料
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問７（問６で「２　ない」と回答された方に）その理由は何ですか

　　　　１　（産前産後休暇のほかに）育児休業制度がない（なかった）　　　

     　 ２　世話する人がいるので必要なかった（あてはまるものに○）

          　　ア 配偶者 　イ 実父・実母 　ウ 義父・義母　 エ その他（　　　　　　　）

　　　　３　職場環境のためとれなかった

　　　　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問８　（問６で「１　ある」と回答された方に）育児休暇を取得することでプレッシャーを感じた　

　　　ことがありますか。

　　　　１　ある（①経営層から　 ②上司から　　③同僚から　　④家族から　⑤親族または地域から）

　　　　２　ない

問９　あなたの職場の人が育児休暇を取得したことにより、あなたの仕事上の負担を感じたことがあり

　　　ますか。

　　　　１　かなりある　　　２　少しある　　　　３　ない　　　　４　そんな経験がない

問10　（問９で「１かなりある　２少しある」と回答された方に）その負担はどのようなことでしたか。

　　　　１　仕事が増えた　　２　残業が増えた　　３　責任が重くなった

　　　　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問11　あなたは今後育児休業制度を利用したいと思いますか。

　　　　１　利用するつもり

　　　　２　利用したいがむずかしいと思う。（①～④は複数回答可）

　　　　　　　　↓

　　　　　　①仕事が忙しくて休めない　　②休業中の収入が減る　　　③仕事に遅れをとる

　　　　　　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　３　利用しない（①～③は選択回答）

　　　　　　　　↓

　　　　　　①世話をしてくれる人がいる（あてはまるものに○）

　　　　　　　ア 配偶者 　イ 実父・実母 　ウ 義父・義母　 エ その他（　　　　　　　）

　　　　　　②子どもをもつ予定がない

　　　　　　③その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問12　男性が育児休暇を取ることに対してどう思われますか。

　　　　１　良いと思う　　　　２　あまり良いと思わない　　　　　３　良くないと思う

問13　女性が育児休暇を取ることに対してどう思われますか。

　　　　１　良いと思う　　　　２　あまり良いと思わない　　　　　３　良くないと思う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                   　＜裏面に続きます。＞
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問14　子どもの病気など何かあったときに休みは取りやすいですか。

　　　　１　取りやすい　　　　　　　２　取りにくい　　　　

問15　育児をしながら働くのに職場の制度・環境は整っていると思いますか。

　　　　１　思う

　　　　２　あまり思わない

　　　　３　思わない

　　　　４　わからない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問16　あなたの生活の中での「仕事」「家庭生活」「個人の生活」の優先度について、最も近いものを

　　　１つ選んでください。

　　　　（１）あなたの「理想」はどれですか。最も近いものを一つ選んでください。

　　　　　　　　 1　「仕事」を優先

　　　　　　　　２　「家庭生活」を優先

　　　　　　　　３　「個人の生活」を優先

　　　　　　　　４　「仕事」と「家庭生活」をともに優先

　　　　　　　　５　「仕事」と「個人の生活」をともに優先

　　　　　　　　６　「家庭生活」と「個人の生活」をともに優先

　　　　　　　　７　「仕事」も「家庭生活」も「個人の生活」も全て優先

　　　　（２）あなたの「現実（現状）」はどれですか。最も近いものを一つ選んでください。

　　　　　　　　１　「仕事」を優先

　　　　　　　　２　「家庭生活」を優先

　　　　　　　　３　「個人の生活」を優先

　　　　　　　　４　「仕事」と「家庭生活」をともに優先

　　　　　　　　５　「仕事」と「個人の生活」をともに優先

　　　　　　　　６　「家庭生活」と「個人の生活」をともに優先

　　　　　　　　７　「仕事」も「家庭生活」も「個人の生活」も全て優先

問17　次のそれぞれの時間は十分取れていますか。あてはまるところに〇をしてください。

　　　　　 　　　　　　　　　　十分取れている　　まあ取れている�　あまり取れていない　　全く取れていない

   　仕事のための時間�   

   　家庭生活のための時間�    

   　地域活動に参加する時間�   

   　学習・趣味などの時間�    

   　休養のための時間�   



問18　ワークライフバランス（仕事と生活の調和）という言葉を知っていましたか。

　　　　１　よく知っていた　　

　　　　２　大体知っていた　　

　　　　３　あまり知らなかった　

　　　　４　全く知らなかった

問19　子育てに関する悩み、あったらいいなと思う事業（サービス）など、ご意見をお聞かせ下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自由記述）

＜お問い合わせ先＞
ＮＰＯ法人２１世紀の子育てを考える会．鈴鹿
Ｅｍａｉｌ：ｋｏｓｏｄａｔｅ２１ｓｕｚｕｋａ＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ

ご協力ありがとうございました。
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Ⅵ．資料

資料１：アンケート調査の資料

資料２：浜松市の資料（昨年度同じ）

資料２：浜松市の子育て支援情報
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