
「家族の時間づくり」プロジェクト（野田学園） 

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 
 
○山口県野田学園中学校の取り組み 

秋分の日の前後に休業日を合わせ、9月 19 日（日）から 9 月 26 日（日）

までを 8 連休とし、秋休みを設定 

プロジェクト

期 間 

・大人と子どもが一緒に休む「家族の時間」づくり 

・大人の休暇取得 内 容 
・充実した家族の時間を過ごすための取り組み、他 

 
 

１．調査の概要 

 

○調査方法 

 野田学園中学校を経由して、各家庭に配布・回収 

 

○調査対象 

 野田学園中学校生徒の保護者（189 世帯） 

 

○調査期間 

 2010 年 10 月 1 日（金）～10 月 13 日（水） 

 

○有効回答票数（回収率は配布数ベース、配布数：189 票） 

 合計 

保護者票回収数 178 票 

（回収率） 94％ 

 

  ※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。 

 

○各図表内の〔ｎ＝＊＊＊〕は、設問への回答者数である。 
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２．調査結果 

  

問 1 今回、学校が 9 月 21 日（火）、22 日（水）、24 日（金）、25 日（土）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○印をおつけください） 

 

学校が9月21日、22日、24日、25日を休みにしたことに対して、「とてもよかった」（11.2％）、

「よかった」（21.9％）との肯定的回答が全体の 33.1％を占め、「あまりよくなかった」

（14.0％）、「よくなかった」（6.7％）との否定的回答は全体の 20.7％であった。 

 

【図表１】9月 21,22,24,25 日をお休みにしたことへの印象（回答者数 178 票）（単数回答） 

 
 

 

【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） 

「家族の思い出ができた」（49.2％）、「家族で話す時間や機会が増えた」（44.1％）、「家

族で普段出来ない体験を一緒にすることができた」（44.1％）との回答が多く見られた。 

 

【図表２】よかったと答えた理由（回答者数 59 票）（複数回答） 

 

 

 
問 2（1）今年の 9 月 19 日（日）から 9 月 26 日（日）にかけての期間に、あなたのご家庭では、保護

者の方とお子さんは、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」（61.2％）が も多く、以下、「一緒に居住市町内に買い物

に出かけた」（42.7％）、「実家や親戚の家に遊びに出かけた」（27.0％）、の順となった。ま

た、「日帰り旅行に出かけた」（10.1％）、「宿泊を伴う国内旅行に出かけた」（19.1％）を合

わせた回答が約 3割となった。 
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【図表３】連休中の活動（回答者数 178 票）（複数回答） 

 
 

 
問 2（2）また、そうした活動が、学校が 9 月 21 日（火）、22 日（水）、24 日（金）、25 日（土）をお休み

にしなければ実現できなかったものについて、お教えください。 

（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 9 月 21,22,24,25 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、「活動を実施した」との回答数の中では、

「実家や親戚の家に子どもを預けた」（72.2％）、「宿泊を伴う国内旅行に出かけた」（70.6％）、

「日帰り旅行に出かけた」（50.0％）との順となった。 
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【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 そうした外出や活動で、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○印をおつけください） 

 

「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」が 39.7％で

も多く、「出かけた先が空いていて、ゆっくりできたと思う」(27.2％)、「なかなか行く

機会のないところへ行くことができた」（24.3％）との回答が多くなっている。 

 

【図表４】活動で感じたこと（回答者数 136 票）（複数回答） 
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【問 2(1)で４～11 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。次の 1.～１3.の中

で、あてはまるもの 大 3 つまで○印をおつけください。 

 

「保護者のいずれかが、秋休みは仕事であった」（60.7％）が も多く、次いで「野田学

園以外の学校に通う子どもがおり、秋休みは学校があった」（51.8％）が多い。 

 

【図表５】出かけなかった理由（回答者数 56 票）（複数回答） 
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問 5 今回、学校が 9 月 21 日（火）、22 日（水）、24 日（金）、25 日（土）をお休みにして、お困りに

なったことはありましたか。具体的にご記入ください。 

 

具体的な回答例 

・子供達で集まりゲームをして遊ぶ時間が増えた。やや夜ふかしをしてしまうこと多く生活リズムがくず

れてしまう。 

・仕事も休みではなかった為、子供が一人で過ごす時間が増えた。まだ学校に行ってもらった方が、安心

できると思った。 

・私立校の為、近くの友達等は学校があり、親は、仕事があり、結局一人で、家で過すことしかできず、

時間を持てあましているようで、ムダな気がした。 

・仕事の日程調整に努めたが、「秋休み」についての理解を得ることがやや困難に感じた。 

・１人で留守番をすることの方が多かったので、仕事を早く終わらせて帰らなければ‥というプレッシャ

ーも大きかったです。定時で終われないので。 

・両親共に休めない。兄弟が他の学校で自由にできない。どこかにつれていかなければと負担になる。 

 

問 6 今回のように、土日や祝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３～５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

が生じると思われますか。次の1.～１０.の中で、特に影響が生じると思われるもの 大3つ

まで○印をおつけください 

 

「子どもだけで過ごす時間が増える」が 51.1％、「子どもと一緒に過ごす時間が増える」

が 30.9％であった。 

 

【図表６】学校が連休を増やした場合の影響（回答者数 178 票）（複数回答） 
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問 7  9 月 21 日（火）、22 日（水）、24 日（金）の状況についてお聞きします。 

（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約半数～7 割強を占める一方で、「有給休暇を

取得した」（各日 5.6％～10.1％）との回答があった。 

 

【図表７】9月 21,22,24 日の状況（回答者数 178 票）（単数回答） 

 
 

問 8  9 月 19 日から 9 月 26 日までの間で、もっとも長い連続のお休みは何日でしたか。 

 

9 月 19 日（日）から 9月 26 日（日）の間で、もっとも長い連続のお休みは、2日が 33.0％

で も多く、次いで、1日、3日、4日がそれぞれ 17.0％であった。なお、平均日数は 3.07

日であった。 

 

【図表８】もっとも長い連続したお休み日数（単数回答） 
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【勤務先が山口市・防府市内の方にお聞きします。】 

問 9 今回、野田学園中学校で 9 月 21 日（火）、22 日（水）、24 日（金）、25 日（土）をお休みにす

るにあたり、「家族の時間づくり」のために、国が山口市・防府市地域の一部企業等に対し

て、9 月 21 日（火）、22 日（水）、24 日（金）、25 日（土）に野田学園中学校がお休みになるこ

とをお知らせしました。 

(1)保護者の方のお勤め先では、本取組の実施をご存知でしたか。 

 

「同僚や上司等、職場の方は本取組の実施を知っていた」は 19.7％、「勤務先から本取組

に関する周知があった」は 3.3％であった。 

 

【図表９】本取組の認知状況（回答者数 122 票）（複数回答） 

 
 
(2)保護者の方のお勤め先では、9 月 21 日（火）、22 日（水）、24 日（金）、25 日（土）について、何

らかの措置がありましたか。（あてはまる番号すべてに○印をおつけください） 

 

「特に何もなかった」（82.8％）との回答が も多かった。 

 

【図表 10】勤務先の企業の取り組み（回答者数 122 票）（複数回答） 
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問 10 主たる生計者の方のお仕事について、お教えください。 

(1) ご職業（１つだけ○印をおつけください） 

 

  

【図表 11】職業（回答者数 178 票）（単数回答） 

 
 
 

 

(2) 勤務先の所在地 

 

 

【図表 12】勤務先所在地（回答者数 178 票）（単数回答） 
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問 11 今回のように、学校の休業日、休日を振り替えることにより、長い期間の連続した休日とす

ることについて、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」（21.3%）と「どちらかといえば賛成／条件付きで賛成」（25.8％）を合わせ、47.1％

が 8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、「反対」（15.7％）、もしく

は「どちらかといえば反対／条件付きで反対」(11.2％)といった否定的な回答は 26.9％と

なった。 

 

【図表 13】学校の休業日、休日を振り替えることについて（回答者数 178 票）（単数回答） 

 
 

 

問 12 ご家族の中で、一番年齢の低いお子さんはおいくつですか。（１つだけ○印をおつけくださ

い） 

 

【図表 14】家族の中で一番年齢の低い子ども（回答者数 178 票）（単数回答） 
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問 13 今回、学校が 9 月 21 日（火）、22 日（水）、24 日（金）、25 日（土）は休みとなり、8 連休とな

りました。8 連休となって、よかったですか。（１つだけ○印をおつけください） 

     〔※野田学園中学校に通学されている生徒の皆さんからの回答〕 

「とてもよかった」（32.6%）と「よかった」（30.3％）を合わせ、62.9％が 8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」（5.1％）、もしくは「あ

まりよくなかった」(7.9％)といった否定的な回答は 13.0％となった。 

 
【図表 15】8 連休となって、よかったか（回答者数 178 票）（単数回答） 
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問 14 今回の 8 連休で印象に残ったこと、8 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】8 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 

普段行けな

いところへ

家 族 で 旅

行・外出で

きた 

保護者 

有休取得のきっかけになり、遠出の計画が立てられた。部活動もなく、全く自由

な時間を過ごすことができて、子供も喜んでいたようでした。 

祝日、休日の高速料金割引（1,000 円）を利用して、家族でドライブがてら九州

旅行に出掛けました。別府、竹田、高千穂など、日頃なかなか行けないところに

行けたので、たのしい連休となりました。子どもともゆっくりふれあえました。

家族で、農業体験をすることができ、とても充実した休みでした！中学に入り、

家族で一緒に行動することが減ってきたが、久しぶりに長時間一緒に過ごすこと

で、ふれ合うよい機会となった。 

子ども 

祖母の誕生日があり一緒にお祝ができた。日帰りで温泉にも行くことができた。

９／２１～２２日は祖母の家に泊まることができた。日ごろ遊べない学校の友達

の家に遊びに行くことができた。 

家族といっしょに旅行したり、いっしょに家の掃除をするなど普段忙しくてでき

ないことができました。特に遊園地に久しぶりに行くことができて、とてもうれ

しかったです。充実した連休でした。ぜひ来年以後もあってほしいです。 

ソフトバンクホークスのヤフードーム３連戦を応援しに行けたこと、平日に、角

島や川棚温泉にドライブに行けたことが、とても嬉しかった。夏休みは、お盆明

け以後補習があり、ゆっくりとれませんでしたが、今年は残暑厳しく、ちょうど

この秋休みあたりにゆっくり休養できたのは、体調面でも良かったと思う。 

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 

仕事が忙しかったので一緒にすごす時間がなかった。 

とてもいい取組みだと思いますが、休日と休日の間の勤務日は仕事が切迫するこ

とも多く、（仕事の配置先にもよりますが）なかなか休みは取りづらいです。小

学校の子がいるとこの時期は運動会も重なり疲れるので遠出は難しいですね。で

もせっかく普段忙しいので１日なら日帰りでどこか行こうかなという気持ちに

はなりますね。 

兄弟が小学生で学校があり、いっしょに遊ぶ時間がほとんどなく残念だった。す

べての学校で取り組んでほしい。10 月、体育の日前後で実施してみると、２学

期のほぼ中間でよいのではないか。 

子ども 

野田学園が休みでも、他の学校が休みじゃないからひまだった。お父さんが仕事

だったし、弟が学校だったので、結局どこにも行けなかった 

両親が仕事を休めず、妹も小学生なので、自分一人家に留守番の毎日で、ゲーム

をめちゃくちゃ沢山した。 

休みにするなら学校全体でするべきだったと思うし学習室の開放などもう少し

考えて欲しかった。結果だらける休みとなった。心と体をリフレッシュする事が

できたので良い休みとなった。次ある時はもうちょっと計画的にやりたいと思

う。 

 


