
「家族の時間づくり」プロジェクト（博多小学校） 

アンケート調査結果の概要【保護者票】 
 
 
「家族の時間づくり」プロジェクト実施概要 
 
○福岡市立博多小学校の取り組み 

プロジェクト
10 月 8 日（金）から 10 月 13 日（水）までを 6 連休とし、秋休みを設定 

期 間 

・大人と子どもが一緒に休む「家族の時間」づくり 
内 容 

・大人の休暇取得 

 
 

１．調査の概要 

 

○調査方法 

 福岡市立博多小学校を経由して、各家庭に配布・回収 

 

○調査対象 

 福岡市立博多小学校生徒の保護者（498 世帯） 

 

○調査期間 

 2010 年 10 月 21 日（木）～10 月 28 日（木） 

 

○有効回答票数（回収率は配布数ベース、配布数：498 票） 

 合計 

保護者票回収数 379 票 

（回収率） 76％ 

 

  ※子どもが 2 人以上でアンケート調査票が複数票配布された家庭は、年長の子どもから、

１通のみ提出。 
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２．調査結果 

  

問 1 今回、学校が１０月８日（金）、１２日（火）、１３日（水）を休みにしたことは、あなたのご家庭に

とって、いかがでしたか。（1 つだけ○印をおつけ下さい） 

学校が 10 月 8日、12 日、13 日をお休みにしたことに対して、「とてもよかった」（11.9％）、

「よかった」（24.3％）との回答が全体の 36.2％となり、「あまりよくなかった」（9.8％）、

「よくなかった」（8.7％）との回答は全体の 18.5％であった。 

 

【図表１】学校が１０月８、12、13 日を休みにしたこと（回答者数 379 票）（単数回答） 

 
   ※図表内の Nは設問への回答者数である 

 

【問 1 で「1.とてもよかった」「2.よかった」とお答えいただいた方にお聞きします。】 

問 1-2 どのような点がよかったですか。（あてはまる番号すべてに○印をおつけください） 

「家族の思い出が出来た」（43.8％）、「家族で話す時間や機会が増えた」（43.1％）、「家

族で、普段出来ない体験を一緒にすることができた」（37.2％）との回答が多く見られた。 

 

【図表２】よかった点（回答者数 137 票）（複数回答） 

 

    ※図表内の Nは設問への回答者数である 

 
問 2（1）今年の１０月８日（金）から１０月１３日（水）にかけての期間に、あなたのご家庭では、保

護者の方とお子さんが一緒になって、どうお過ごしになりましたか。 

（１～12 のうち、あてはまる番号すべてに○印をおつけください）  

 

「家の中で一緒に過ごした」（50.9％）が最も多く、以下、「一緒に福岡市内に一緒に買

い物に出かけた」（43.5％）、「家の近くの戸外で過ごした」（26.4％）、の順となった。 
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【図表３】１０／８～１０／１３の間のできごと（回答者数 379 票）（複数回答） 
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1.家の中で一緒に過ごした 

2.家の近くの戸外で一緒に過ごした 

3.福岡市内に一緒に買い物に出かけた 

4.福岡市外に一緒に買い物に出かけた 

5.市内施設や市内で行われたイベント・催しに出かけた 

6.市外の施設やイベント・催しに出かけた 

7.日帰り旅行に出かけた 

8.実家や親戚の家に遊びに出かけた 

9.実家や親戚の家に子どもを預けた 

10.宿泊を伴う国内旅行に出かけた 

11.海外旅行に出かけた 

12.その他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

連休中の活動 

連休にしたことで実現できた

もの 

(%) 

[N=379] 

(42.5) 

(46.0) 

(44.2) 

(54.8) 

(59.5) 

(52.8) 

(65.5) 

(63.4) 

(53.7) 

(84.0) 

(100.0) 

(54.9) 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 
問 2（2）また、そうした活動が、学校が１０月８日（金）、１２日（火）、１３日（水）をお休みにしたこと

で実現できたものかどうかについて、教えてください。 

（１～12 のうち、あてはまる番号すべてに○印をおつけください） 

 

問 2(1)で「行った（過ごした）」との回答のうち「学校が 10 月 8,12,13 日をお休みにした

ことで実現できた」との回答の割合をみると、「宿泊を伴う国内旅行に出かけた」（84.0％）、

「日帰り旅行に出かけた」（65.5％）、「実家や親戚の家に遊びに出かけた」（63.4％）、市内

の施設や市内で行われたイベント・催しに出かけた（59.5％）という順となった。 

  

 3



 
【問 2(１)で３～11 のいずれかに○をつけた方にお聞きします。】 

問 3 そうしたお出かけや活動で、どのようなことをお感じになったかを、教えてください。 

（あてはまる番号すべてに○印をおつけ下さい） 

 

「1.～8.の中には該当するものはない」が 33.1％で最も多く、「行き帰りの交通機関や道

路などが思ったよりも混雑していなかったと思う」(29.6％)、「出かけた先が空いていて、

ゆっくりできたと思う」（27.8％）との回答が多くなっている。 

 

【図表４】１０／８～１０／１３の活動で感じたこと（回答者数 284 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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【問 2(1)で 3～11 のいずれにも○をつけなかった方にお聞きします。】 

問 4  一緒にレジャー施設や旅行などへ出かけなかった理由をお教えください。 

（あてはまる番号すべてに○印をおつけ下さい） 

 

「保護者のいずれかが、10/8,12,13 は仕事であった」が最も多く（62.1％）、次いで「保

護者が、10/9,10,11 にも仕事があった」が多い（29.5％）。 

 

【図表５】一緒にレジャー施設や旅行などへ出かけなかった理由（回答者数 95 票）（複数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 

 

問 5 今回、学校が１０月８日（金）、１２日（火）、１３日（水）をお休みにして、お困りになったことは

ありましたか。（あてはまる番号すべてに○印をおつけ下さい） 

 

「困ったことは特になかった」（29.0％）、「保護者が仕事に出かけるため、子どもだけが

家にいた」（28.5％）の回答が多かった。 
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【図表６】学校が１０月８日、12 日、13 日をお休みにして、困ったこと（回答者数 379 票）（複数回答） 

 

 

問 6 今回のように、土日の前後に学校の休みをつなげて連続する休日（たとえば土日を含めて

連続３～6 日間程度の休日等）を増やした場合、あなたのご家庭にどのような影響が生じ

ると思いますか。次の1.～9.の中で、特に影響が生じると思われるもの最大3つまで○印を

おつけください。 

 

「子どもと一緒に過ごす時間が増える」（39.3％）が最も多く、次いで「子どもだけで過

ごす時間が増える」（35.4％）、「普段行く機会のないところへ行くことができる」（24.8％）

との回答が多かった。 

 

【図表７】連続する休日を増やした場合の、家庭への影響（回答者数 379 票）（複数回答） 
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1.通常より長い旅行ができる 

2.普段行く機会のないところへ行くことができる 

3.日帰りの外出の回数が増える 

4.子どもと一緒に過ごす時間が増える 

5.有給休暇を取得する日数が増える 

6.仕事を早退・遅刻する必要が生じる 

7.実家や親戚の協力、託児サービス等の利用が必要になる 

8.子どもだけで過ごす時間が増える 

9.その他 

10.特に影響はない 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[N=379] (%) 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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問 7  １０月 8 日（金）、12 日（火）、13 日（水）の状況につきまして、お聞きします。 

（各日について、それぞれ１つだけ○印をおつけください） 

「通常通り仕事した」との回答が各日とも 7割半～8割を占めた。 

 

【図表８】10 月 8,12,13 日の状況（回答者数 379 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
 

問 8 問 7 で 1.～6.（１０月８日（金）、１２日（火）、１３日（水）は仕事がお休みだった、あるいは仕事

の時間を短くした）を選択された方にお聞きします。この期間は、連続何日のお休みとなり

ましたか。 

 

 

【図表９】連続お休み日数（単数回答） 

 
 

  

 7



問 9  主たる生計者の方のお仕事について、お教え下さい。 

(1) ご職業（１つだけ○印をおつけ下さい） 

 

 

【図表１０】職業（回答者数 379 票）（単数回答） 

 
 
 
(2) 勤務先の所在地（１つだけ○印をおつけ下さい） 

 

 

【図表１１】勤務先の所在地（回答者数 379 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 
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問 10 例えば三連休の前後や飛び石連休の平日をお休みにすることにより、連続した休日を作り

出すことについて、どのようにお考えですか。（１つだけ○印をおつけください） 

「賛成」（21.4%）と「どちらかといえば賛成／条件付きで賛成」（23.0％）を合わせ、44.4％

が連続した休日の設定について肯定的な回答となった。一方で、「反対」（13.2％）、もしく

は「どちらかといえば反対／条件付きで反対」(11.3％)を合わせ否定的な回答は 24.5％と

なった。 

 

【図表１２】長い期間の連続した休日について（回答者数 379 票）（単数回答） 

 
※図表内の N は設問への回答者数である 

 

 

 

問 11 ご家族の中で、一番年齢の低いお子さんについてお聞きします。 

(1) 年齢はおいくつですか。 

【図表１３】一番年齢の低い子どもの年齢（回答者数 375 票）（単数回答） 

 
 
 
(2) 通われている学校等は次のうちどれですか。（１つだけ○印をおつけください） 

【図表１４】一番年齢の低い子どもの就学状況（回答者数 379 票）（単数回答） 
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問 12 今回、学校が１０月８日（金）、１２日（火）、１３日（水）は休みとなり、６連休となりました。６

連休となって、よかったですか。（１つだけ○印をおつけ下さい） 

「とてもよかった」（33.0%）と「よかった」（25.1％）を合わせ、58.1％が 6連休となっ

たことについて肯定的な回答を示した。一方で、「よくなかった」（9.0％）、もしくは「あ

まりよくなかった」(7.1％)を合わせ否定的な回答は 16.1％となった。 

 
【図表１５】６連休の感想（回答者数 379 票）（単数回答） 

 
 

 

問 13 今回の６連休で印象に残ったこと、６連休だからこそできたことをお聞かせください。 ※ぜ

ひ、お子さんによるコメントのご記入をお願いします。 

 

【図表１６】6連休で印象に残ったこと（自由記述） 

主な意見 具体的な回答例 

自営業で主に休日が営業主体であるため、一般の方の休日に出かけることが出来

ません。秋休みのおかげで旅行に行くことが出来ました。 

他の会社での夏休みをとるのに８～９月が集中するが、１０月に取ることができ

るので、少なくて取りやすい。ぜひ来年以降も続けてほしい。 

平日が休みになった事で、土日だと混雑するので行かない所にも行けたのは良か

ったです。子供達も、土日は習い事があって行けないので、とても喜んでいまし

た。 

今回は主人の仕事が休めませんでしたが、次回は休みを取り旅行へ行きたいと思

います。安く旅行に行けるチャンスなので！！子供達も来年は～と楽しみにして

います！ 
保護者 

普段行けな

いところへ

家 族 で 旅

行・外出で

きた 

主人が大阪に単身赴任しておりますので秋休みに遊びに行くことができ、子供も

喜んでいました。 

夏休み等の長期休みに比べて、料金が安くなっているので遠出がしやすくなって

いる。でも、主人の休みが取れないので、母子だけの旅行となり、子供たちは少

しさみしそうでした。 

子どもたちも、もう少し長い方がいいと言っていましたが、私もどうせなら、８

～１０日位あっても良いと思います。夏休みの対応と同じですので、もう少し夏

を短かくして、秋を長くすれば、旅行など行きやすいと思います。 

おじいちゃんのおうちにいつもより長く居られたので新鮮でおいしいお魚やお

野菜をいっぱい食べられました。 

いつも会えないおじいちゃん、おばあちゃんが福岡に来てくれて、色んな所に遊

びにいけてとても楽しかったです。 
子ども 

なかなか会えない県外のお友だちと遊べた事が楽しかった。瀬戸大橋を初めて見

られた事が嬉しかった。 
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主な意見 具体的な回答例 

おとうさんとおかあさんと弟と、朝早くから夜さいごまで、スペースワールドに

行けて、うれしかった。 

平日に家族でショッピングに出かけた時は、人が少なくゆっくり買い物できた。

家族といっしょに花まつりに行くことができたし、友だちとたのしくすごすこと

ができたのでまた秋休みが出きるといいなと思いました。 

家族でキャンプに行ったことがすごく楽しかったです。 

涼しい時に何日も学校を休めて、日帰りだけどあちこち行けて良かったです。 

家族の中で

休日が合わ

ない 

家族での時

間は取れな

かった 

保護者 

夫婦共働きなのでそうそう簡単に有休を取ることも出来ず、子どもは留守家庭子

ども会に通っていた。６連休だからという特別なことはなく、日・祝日を使って

遊びに出かけた。夏休みの後の秋休みというのは中途半端で近所の子どもたちも

持て余し気味だった。 

親の仕事は連日だった為、おじいちゃん、おばあちゃんに協力してもらい、旅行

にもつれていってもらいましたが、やはり大変でした。ウチは母１人、子１人な

ので仕事が休めるはずもなく、親（私の）の睡眠時間がほとんどとれませんでし

た。子供はただ（まだ１年生なので）学校がお休みで遊べる事がうれしかった様

子。勉強のリズム、生活のリズムを夏休みが終わってようやくとりもどせたのに、

またバランスがくずれた気がします…。秋休みは必要なのですか－？ 

博多小ではこの秋休みのために、夏休みと土曜に出校日があるので、そもそもそ

こで親子の時間は削られている。父親の会社は２４時間年中無休なので当直など

もあり、平日に休みを取ると、他の社員に迷惑がかかる。海外旅行に行こうにも

６日の休みでは、近場にしないと子供は疲れるだけ。同じ６連休なら平日３連休

十土日祝にしてほしい。今回のような曜日の並びだと、通常より遠出の国内旅行

をしようと思っても、結局混雑している。子供は公民館で企画されたイベントを

楽しんだ（子供のみ参加）。日帰りのお出かけの機会は少し増えると思う。 

もう少し充実させた秋休みにしてあげられたらと思いましたが、他の兄弟のスケ

ジュールとあいませんでした。残念だったと思います。 

子ども 

子供は親が仕事でかまってくれなかったので、楽しくなかったと言っておりま

す。親としても悪かったなと思いますが、両親共、働らかなければ生活できない

ので、がまんしてもらいました。 

宿題をしていたのであまり楽しくなかった。 

宿題がたくさん出たのでかえっていやだった。 

親が仕事の為、子供たちだけの留守番になったので、たいくつだったと 

１人で留守番をしていたのでとみしかった。 

暇すぎで、たいくつだった。学校がある方が楽しい。 

とにかくひまをもてあました。 

 


