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「家族の時間づくり」
プロジェクト



〈秋の大型連休の創設〉
「海の日」、「敬老の日」、「体育の日」を
従来の日に戻して記念日とし、休日
は秋の時期に地域ブロック別に分散
して設定

　⇒全国レベルでの取組

※検討状況によって修正

地域ぐるみの「家族の時間づくり」を
目的として、各地域の協力のもと、
「大人（有給休暇の取得促進等）」と
「子ども（学校休業日の柔軟な設
定）」の休みのマッチングを図る

○ 有給休暇の取得等お休みを取りや
すい環境の整備
○ 地域で連携した余暇活動メニュー
の取組

○新たな観光資源の発掘 等

　 ⇒地域ごとの取組

休日をつくって、大人と子どもの休みをマッチング！

「家族の時間づくり」プロジェクトとは

● 「休暇改革」 ●

国内旅行による地域活性化のためには、ピーク需要を平準化することにより、
埋蔵需要を掘り起こすことが必要

国民が休暇を積極的に取れる環境づくりが必要

［現状］ 祝日を中心とした休みの取得

「祝日」への働きかけ ｢有給休暇｣･｢学校休業日｣への働きかけ

相乗効果

◎新しいスタイルの休暇
　 （ゴールデンウィーク・お
盆・年末年始のお休みに加
え、地域ごとに休む秋休み）

◎地域ごとに工夫する休暇

◎有給休暇の取得促進

休暇取得の分散化 家族の時間づくりプロジェクト

　国土交通省観光庁では、地域ぐるみの「家族の時
間づくり」を目的として、平成22年度（2010年4月
～）から、休暇取得・分散化促進実証事業（家族の
時間づくりプロジェクト）に取り組んでおります。
　本プロジェクトは、政府が取り組んでいる「休暇
改革」を推進する取組の一つとして行っている事

業です。
　このパンフレットでは、地域の皆様に「家族の時
間づくりプロジェクト」を実施して頂くにあたり、
そのスキーム、具体的な実施手法、プロジェクト
の効果等をご紹介します。
　是非、ご活用ください。



● 家族の時間づくり ●

学校休業日の柔軟な設定 有給休暇の取得

「休暇に対する意識改革」／休暇から生まれる「時間資源」の活用

企業

◎有給休暇の取得率の向上
◎ 従業員のワークライフバランス
の向上
◎ 地域向けサービスの売上増大、
ビジネスチャンスの拡大
　など

家族

◎家族で話す時間や機会の増加
◎家族の思い出やきずなづくり
◎ 普段できない体験を家族で一緒に
など 地域

◎新たな観光資源の発掘
◎活力のあるまちづくり
　など

「家族の時間」の
創出

我が国における年次有給休暇は、50％を下回る水準で推移
学習時間数の確保等

親と子どもが一緒に過ごす時間「家族の時間」は、食事、余暇等様々な生活行動を通じた家族とのふれあいの中で、
「生きる力」（学力、自立心、協調性、規範規律、健康・体力など）を身に付ける機会として必要不可欠

家族で過ごす時間の減少の恐れ

「家族の時間」　親子のふれあいや思い出づくり、きずなが深まる

親子の休暇のマッチング
地域行事とのマッチング



休暇は個々人の大切な時間資源。それが集まると社会全体の資源になります。

様々な効果、活力が生まれる「家族の時間　

● 各地域における取組の実施と効果の検証 ●
具体的な取組は各地域と調整のうえ実施（下記内容は一例）

● 全国９地域の実施時期・参加者（平成22年度） ●

ポスター、チラシ
等による普及啓発

幼稚園、小中学校
の休業日の調整

有給休暇取得の働きかけ
地元経済団体へ協力要請

家庭 幼稚園・
小学校・中学校

企業・
経済団体

課題の改善と同様の取組の他地域への拡大

アンケート調査、ヒアリングの実施
（教育的、社会的、経済的効果や課題の検証）成果と

課題の
検証

取組
準備

取
組
主
体

観
光
庁

地域の自治体（都道府県、区市町村）

実施地域名 実施日 実施内容
三重県亀山市 4/29～5/5（7日） ● 市内全ての幼稚園（6）・小学校（11）・中学校（3）　参加人数：4,662名
東京都荒川区 6/5～6/7（3日） ● 尾久宮前小学校　参加人数：230名
山口県山口市 9/19～9/26（8日） ● 私立野田学園中学校　参加人数：200名
静岡県島田市 10/8～10/11（4日） ● 市内全幼稚園（9）・市立全小中学校（25）　参加人数9,741名
福岡県福岡市 10/8～10/13（6日） ● 博多小学校　参加人数：600名

京都府京都市 10/7～10/11（5日）　● 朱雀第三小学校（390名）　　　10/8～10/12（5日）　● 上鳥羽小学校（370名）
10/8～10/13（6日）　● 小栗栖宮山小学校（370名）　　10/9～10/14（6日）　● 向島藤の木小学校（300名）

福井県勝山市 10/30～11/3（5日） ● 野向小学校　参加人数：36名
福井県小浜市 11/3～11/7（5日） ● 小浜小学校　参加人数：272名

新潟県妙高市
10/31～11/3（4日）　● 新井南小学校（92名）
11/20～11/23（4日） ● 妙高高原中学校（140名）　妙高高原北小学校（153名）　妙高高原南小学校（92名）　
　　　　　　　　　　　　 新井中央小学校（413名）

実
施

サ
ポ
ー
ト

　平成22年度に全国９地域の協力を得て、学校休
業日と親の有給休暇をマッチングさせて家族が一
緒に休んで過ごす「家族の時間づくりプロジェク
ト」を実施しました。
　この実証事業によって、「家族の時間づくりプロ
ジェクト」の具体的な効果が明らかになりました。
　家庭にもたらした良い影響として、「家族で話す
機会が増えた」、「家族の思い出ができた」などがあ
り、子どもの知識や見聞が広がるとした教育的効

果も指摘されています。
　また、「市内外の施設・イベントに出かけた」、「地
元のお祭りに出かけた」、「日帰り旅行や宿泊旅行
に出かけた」との回答が多く、普段できない様々な
体験を行うといった効果や地域の歴史を知る、地
域の人とふれあうなど、地域づくりの効果も生ま
れています。
　さらに、企業においては、有給休暇の取得が進
みました。



づくり」
『お父さんやお母さんと、色々お出かけしたり、
色んなことができたのでうれしかった。』　（子ども）
『親子ふれあいイベントに行って、いろいろな体験をして、
おいしい物を買って食べて飲んで遊んだことが親子にとって
とても思い出に残りました。』　（保護者）
『子どもの学校生活やまわりのことについて
ゆっくり会話ができた。』　（保護者）
『長い連休を利用して、長い旅行ができて良かったです。
キャンプに行って来ました。
平日料金だったので、良かったです。』　（保護者）
『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、
子どもも喜んでおりました。』　（保護者）

『とても良いプロジェクトだと思います。子どもが休みの従業員には、休
暇を取っても良いと言って対応しました。』　（建設業）
『良い取り組みの方法だと思いました。積極的に押し進めて行く方が良い
と思います。ただし、会社全体を休業するのは不可能ですが、有給休暇を
取りやすくする方法で進めて行きたいと思います。』　（製造業）
『当社では毎年４月29日から連休に入りますので、それにともなって子ど
もも一緒に休めることは良いことだと思います。』　（製造業）
『子どもが休みなので親が優先して休暇を取得するのもよろしいかと思
います。』　（電気・ガス）
『この連休は例年に比べ、お客様の出入りが多かった様に思います。経済
の刺激になると思いますので今後も実施していただきたいです。』
（サービス業）
『特に中学生くらいまでは家族との時間を多くとって欲しいと思いま
す。その中でしつけも出来ると思います。』　（小売業）

家族の声

企業の声

地域への効果 『“家族の時間”の大切さを訴えることは、「心のふれあいを大切にする」と
いう当地の市民性を子どもたちに伝承することにも通じるので、地域へ
の誇りを子どもたちに感じ取ってもらうことにもなりました。』
（新潟県妙高市行政担当者）
『家族で休みを取って一緒に地域のイベントに出かけたり、地域コミュニ
ティの活動に参加してもらうことなどにより、“家族で休んで、地域を元
気にする”ことが実現できました。』　（静岡県島田市行政担当者）
『歴史資料館などの公共施設を無料開放したところ、通常の1.5倍の入場
者数がありました。市民にとって、地域再発見、地元を知るいい機会とも
なったようです。』　（三重県亀山市行政担当者）

家族の時
間をつくれ
ば子どもの
笑顔が輝く

［企業への効果］
＊有給休暇の取得率の向上
＊ 従業員のワークライフバランス
の向上

＊ビジネスチャンスの拡大

［家族への効果］
＊家族で話す時間や機会の増加
＊家族の思い出やきずなづくり
＊普段できない体験を家族で一緒に



連続した長期休暇の設定による 　

「ゴールデンウィークの長期化」 
Cace 1

各市の
担当者に
聞きました

　亀山市にとって、初年度の「家族の時間づくり」プロジェク
トへの参加は、すべて自然な流れでした。もともとこの地域
は製造業が多く、ゴールデンウィークを
大型連休としている大手企業が多かった
ことと、連休中の出校日は子どもたちの
集中力が欠ける傾向もみられるという状
況もあり、教育委員会との連携により、４
月30日を休校日として７連休が実現しま
した。
　休校と言いましても、夏休みの１日を
充当する休校日の移動であり、教育委員
会の裁量で可能です。これを踏まえて、
櫻井義之市長は、「家族の時間づくり」が
子どもたちにとっていかに大切かを考える“きっかけ”となれ
ばと実施を表明しました。
　正式発表が３月末で、実施まで１カ月しかありませんでし
たが、「家族の時間づくり」プロジェクト実施第１号として、新
聞など各種メディアに取り上げられ、市民への周知と亀山市
の存在を全国に発信することができました。
　企業へは４月に入ってから、協力をお願いしました。主な
大手事業所の半数はすでに４月30日の休業を決めていまし
たが、市としては個人の商店や事業所も対象としました。結
果、有給休暇の取得率の向上には協力的なところが多く、有
給休暇の申し出があれば許可するという話も聞くことができ
ました。

　７連休に関しては、保護者の方々は肯定的でした。もとも
と親子で過ごす“きっかけ”を提供しただけですので、使い方
は自由ですが、休みの過ごし方を尋ねたアンケートには「一緒
に買い物に行った」「一緒に近くの戸外で過ごした」「実家や
親戚の家に行った」「日帰り旅行に行った」という答えが多く

ありましたので、
「家族の時間づく
り」という意味は
伝わっていると
感じています。
　休みが取れな
い保護者の方の
ために、市内９カ
所の学童保育所
を原則開くこと
としました。利用
希望者がなく開かなかったのは１カ所で、200人登録のうち
約４割弱の方が利用されました。
　　今回、市では休みを過ごしていただくための特別のイベ

ント等は開催しませんでしたが、歴史博
物館や資料館を無料開放（５カ所）し、連
休中に予定されているイベントを市民に
紹介しました。無料開放した歴史資料館
や鈴

すず

鹿
か

峠
とうげ

自然の家天文台などは市民の方
に意外に知られていなかったので、地域
再発見、地元を知る良い機会にもなった
ようです。今後は近隣の民間施設にも「家
族の時間づくり」の日向けのイベント等
の開催に協力して頂ければと思います。
　今回のプロジェクトは、主に教育委員

会の学校教育室、事業所担当の商工業振興室、そして情報提
供を担当する観光振興室で進めていますが、市長をはじめと
して全庁的に取り組んでおり、チャレンジ意識が大変高かっ
たと思います。

　亀山市は平成23年度もこのプロジェクトを実施します。継
続することで「休暇をとって家族の時間を大切にする」という
意識を高め、定着させていきたいと考えています。すでに昨
年11月に、平成23年５月２日を休日にすることを発表し、ケ
ーブルTVによる広報活動を開始するなど、早めに周知を図
っています。
　また、亀山市には、「歴史まちづくり法」第１号に認定され、
江戸時代の街道文化を今に伝える関

せき

宿
じゅく

があります。「家族の
時間づくり」プロジェクトでも、この歴史資源を活用し、子ど
もたちに亀山の歴史文化を伝えて行きたいと思います。今回、
無料開放した関宿の歴史資料館は、普段の1.5倍の入場者があ
りましたので、このような機会を設けることにより、亀山の
歴史文化が確実に伝わっていくと信じています。

亀山市の場合
● 実施時期：４/30（金）を休日として７連休を設定（4/29～5/5） 
●  対象学校数：市内すべての幼稚園（6園）・小学校（11校）・
中学校（3校）（園児・児童・生徒数4,662名）

● 主な取組概要：
1） 4月30日に歴史博物館や関宿の歴史資料館など、5施設を無料
開放

2）市内のお勧めスポットをチラシで告知
3）連休中のイベント情報をチラシで告知

家族の時間を考えるきっかけとして

地域再発見、地元をもっと知る機会に

継続して、発信し続けること

亀山市独自で作成したチラシ。
裏面にはイベント情報も掲載

東海道五十三次の47番目の宿場「関宿」。
子どもたちに伝えたい歴史資源だ



 充実した「家族の時間」の創出

「秋休みの創出」 
Cace 2

　今回のプロジェクトの趣旨で、島田市がキャッチフレーズ
としたのは「家族で休んで、地域を元気にする」ということで
した。これを基本理念として事業所への説明に歩き、理解を
していただき、様々な具体的協力を得ることができたという
訳です。
　プロジェクト実施にあたって、島田市としては３つの目的
がありました。まず、地域資源の発信と活用促進、富士山静岡
空港の利用促進、そしてワークライフバランスの推進です。
また、桜井勝郎市長が「地域ぐるみの休日を創る」と明確に表
明したことも大きな原動力となりました。
　そこで、島田市では「家族の時間づくり」に「地域の活性化」
の理念を加えた「島田市家族と地域の時間づくり推進会議」を
立ち上げ、このプロジェクトの推進体制を整えました。会長
を市長が務め、商工会議所、観光協会、PTA、事業所など、多
くの関係者が参加しています。市役所では企画課が担当し、
教育委員会学校教育課と連携するとともに、観光文化課など
関係する部署にも協力をお願いしました。

　初年度は、３年に１度行われる島田大祭の前日の10月8日
を休日にして、４連休としました。「地域として取り組む」と
いう観点から、市内全幼稚園と市立全小中学校で一斉に休業
としました。ただ休日を設定するだけでは効果がないため、
家族で楽しく過ごすための仕掛けも用意しました。
　そのうちの１つが、観光地として人気のある大井川流域を
活用し、まずは大井川鉄道のSL無料乗車体験をして、到着地
の川根地域で親子ふれあいイベントに参加するというもの。
SL無料乗車体験には、400人の親子の募集に、1120人の応募

がありました。応募ハガキ
には、列車のイラストが描
かれていたり、乗りたいと

いう熱い思いが
綴ってあったり、
子どもたちのワ

クワク感が素晴らしかったので、臨時列車を走らせ、応募者
全員に乗車してもらいました。このようなプロジェクトを実
施するためには、こういう仕掛けが必要で、ここは行政が音
頭を取ればと思います。また、川根地域の特産物としてイベ
ントに出展したいなり寿司が好評で、「川根いなり」は地域ブ
ランドとして内外に発信していくことになりました。

　保護者が子どもといっしょに休暇を取るためには事業者の
協力が不可欠ですから、私たちは事業所に直接出向いて、こ
のプロジェクトの意義をご理解いただくというローラー作戦
を実施しました。地域の活性化という目的のもと、事業所も
地域の一員であり、大きな役割を担っているということを再
認識していただきました。市内の事業所4200カ所のうち、従
業員10人以上の事業所350カ所を回り、休業や有給休暇取得
の奨励、シフト調整などの形で、約４分の１の事業所からの
協力を得ることができました。これは画期的なことだと感謝
しています。また、県事業の「男女共同参画社会づくり宣言」を
行う事業所も104カ所を数え、県内トップを果たしました。こ
れも今回のプロジェクトが、仕事と休暇を考えるきっかけと
なったからでしょう。　
　島田市は平成23年度もプロジェクトを実施します。事業所
への訪問数を増やし、かつ広域を対象にして親と子の休日の
マッチングを図りたいと思います。また、休みを取りにくい
サービス業の方も多いので、何とか休みを取れるような工夫
を模索しています。さらに地域資源の発見・発信をさらに意
識した取組として、SLが走っている都市や海外の都市に呼び
かけ、「SLフェスタ」の開催を予定しています。
　保護者が休みを取れない子どもへの対応が課題となってい
るようですが、基本的には家族としてどう対応するかという
問題であり、その上で、保護者が休暇を取ることが無理なら
地域で子どもを育てていくという、地域コミュニティの力が
大切です。中学生は、休みにしても保護者と一緒に過ごさな
い傾向も見られるので、それであればボランティアとして地
域のイベントに参加してもらい、地域コミュニティづくりに
関わってもらうことも考えています。
　「島田市家族と地域の時間づくり」は、単に「家族の休日を作
る」ということなのではなく、家族の休日を使って、地域の個
性を考え、将来に続く地域づくり・地域振興をしていくとい
うことなのです。それは険しい道のりですが、楽しいことな
んですよ。

島田市の場合
● 実施時期：10/8（金）を休日として4連休を設定（10/8～11）
●  対象学校数：市内全幼稚園（9園）・市立全小学校（18校）、
市立全中学校（7校）（園児・児童・生徒数9,741名）

●  主な取組概要：
1） 「島田市家族と地域の時間づくり推進会議」を中心とした地域ぐ
るみの取組

2） 親子のふれあい促進事業を実施（SLの親子無料乗車体験、市公
共施設の無料開放など）

3） 企業への個別訪問、市役所広報紙、ラジオ等を活用した普及啓
発

大井川鉄道のSL乗車体験は
大人気を博した

家族と地域がいっしょに時間をつくれば

地域でお休みを楽しむということ

事業所もお休みを取って活性化

左／島田市発行の小冊子で
も特集を組んでアピール
右／チラシで「家族と地域の
日」を謳い、イベントも紹介



地域の特性を踏まえた　 

「都市部での展開」 
Cace 3 Cace 4

各市の
担当者に
聞きました

京都市の場合
● 実施時期 ＆ 対象小学校： 
10/7（金）～11（火）の5連休　朱雀第三小学校（児童数390名）
10/8（金）～12（火）の5連休　上鳥羽小学校（同370名）
10/8（金）～13（水）の6連休　小栗栖宮山小学校（同370名）  
10/9（土）～14（木）の6連休　向島藤の木小学校（同300名）

福岡市の場合
●  実施時期： 10/8（金）・12（火）・13（水）を休日として

6連休を設定（10/８～13）
●  対象小学校：博多小学校（児童数600名）

　京都市の市立学校は、２学期制のため、小学校の一部で10
月頃通常の休日に１～３日程度の学校休業日を加えたいわゆ
る「秋休み」があります。こういった状況を活かせると思い、
「家族の時間づくり」プロジェクトに参加しました。
　初年度ということで、最も長い秋休み（５～６日間）を実施
している小学校にアンケート協力をお願いするとともに、事
前に保護者の方にチラシや文書を配布し、「家族の時間づく
り」の趣旨をアピールしました。
　各学校では、これまでも秋休みを実施していましたので、
地域の運動会や学校での体験活動の実施など、子どもたちの
休日の過ごし方にはフォローがされており、「親と子どもの休
日のマッチング」がどれだけ行われているかについては、一定
の期待をしていました。ただし、保護者の方も簡単に仕事を
休めるとは限らないですし、教育的な効果を含めた実態を把
握することも、本事業へ参加することのメリットであると考
え、アンケート調査に参加しました。
　結果的には、秋休みについて肯定的な意見が思った以上に
多く、秋休みという機会に、子どもに合わせて時間を過ごさ
れた保護者の方も少なからずおられることがわかりました。
秋休みという「きっかけ」が、家族がともに過ごす時間づくり
につながることを確認できたのは、今年度の大きな収穫でし
た。ただ、秋休みは、あくまでひとつの「きっかけ」であって、
家族の時間づくりには、社会全体での大きな意識改革が求め
られると思いましたし、国レベルで各市町村が協力して取り
組むことの意義が大きいとも感じています。
　平成23年度は、対象校を３～６連休を実施する20校程度に
増やす予定です。
　京都の子どもたちは、意外と身近
すぎて、京都の観光資源に触れて
いなかったりします。ぜひ、こう
いった付加価値的な休みを利用
して子どもたちに地元をもっ
と知ってもらう機会になれば
と思います。

　２学期制で秋休みを実施し
ている博多小学校は博多の中
心部にある学校で、地域に開
かれた学校づくり・博多の
伝統を生かす学校づくりを
行っています。学区内には
川端の商店街などがあ
り、町内の非常に強い人
間関係が残っている地
域です。町内の方は子
どもたちの顔を知っ
ていますし、子ども
たちへの声かけも積
極的に行われていま
す。また、子ども山笠や相撲大会など小学校と地域が深く関
わった行事も多くあり、休みの日に地域の祭りに行く子ども
たちもたくさんいます。そのため、このプロジェクトを進め
るに際しては、保護者だけでなく、学区内にある4つの自治組
織（自治協議会）にも説明・相談にあがりました。このプロジ
ェクトを進めるためには、地域社会の理解と協力が必要不可
欠です。
　休みの過ごし方を尋ねたアンケートでは、自営業の保護者
が多い傾向であることもあり、通常どおりの仕事をされたと
の回答が9割でした。土日祝日も含めて毎日店を開けて営業
するパターンが昔からあり、親も一緒に休みを取るのは難し
い地域です。そうしたこともあり、家族で過ごす場合は、近場
で一緒に買い物したりして過ごした家庭が多かったようで
す。これは、この地域が、キャナルシティ博多のすぐそばにあ
り、商業施設が集積している天神や博多駅まで歩ける範囲に
あることによるものと思われます。
　このプロジェクトを通じて「家族で休みを取る」ことについ
ての保護者の意識は上がったと思いますが、このような特性
を持つ地域で、家族が一緒に休みを取るにはまだまだ課題が
多いと思われます。

子どもたちは秋休みを家族とどう過ごすのか 地域社会の理解と協力を得て、取り組みを実施

京都市の普及啓発用のチラシ

福岡市の普及啓発用のチラシ



 「家族の時間づくり」の展開

「地域特性に応じた展開」
Cace 5
妙高市の場合
● 実施時期 & 対象学校： 
10/31（日） ～11/3（水）の４連休　新井南小学校（児童数92名）
11/20（土） ～23（火）の4連休　妙高高原中学校（生徒数140
名）／新井中央小学校（児童数413名）／妙高高原北小学校（同
153名）／妙高高原南小学校（同92名）
● 主な取組概要：
1） 妙高市に加え、近隣の糸魚川市、上越市、長野県信濃町、飯綱
町、長野市の協力を得て、実施校の児童生徒およびその家族が
利用できる特別優待企画を設定

2） 期間中に行われているイベント情報の告知：チラシによる広報を実
施するとともに、特別優待券を配布して利用促進を啓発

　「家族の時間づくりプロジェク
ト」は、妙高市の地にぴったり沿
ったものだったのです。というの
も、妙高市では、雪国であるこの
地に受け継がれてきた思いやりや
感謝の気持ちなど豊かな心を継承
する「妙高市民の心推進事業」を進
めており、新潟県でも「深めよう 
絆 県民運動」を推進していますの
で、「家族の時間づくり」は、家庭教
育の観点から十分な教育的価値があると認識した上で、この
プロジェクトに積極的に取り組みました。
　もちろん、妙高市は観光地ですから、以前より「休暇の取得・
分散化」に関心があったこともあります。
　プロジェクトは、観光商工課と教育委員会が連携し、校長
会への説明、PTA総会における説明と協力の依頼、そして市
内主要企業への説明・依頼など、順に９月まで行いました。
参加した５つの小中学校のうち、ひとつの小学校だけが11月
初旬のお休みとなったのは、既に決まっていた学校行事との
関係からです。

　「秋の４連休」は、学校側はおおむね肯定的で、子どもたちか
らは、家族旅行をしたとか、親子との会話を楽しんだとの声
が寄せられています。ただ、中学校では部活動をこの期間に
は行わないと取り決めていたのですが、大会前のスキー部の
トレーニングに影響が出てしまった、ということはありまし
た。
　保護者の方々は、約７割が肯定的でした。事業所は、８割が
通常の営業をしたという一方で、プロジェクトに協力して、

有給休暇取得の奨励、連休の設定という対応をしてくれた所
もあります。プロジェクトの周知徹底が足りなかったという
反省点はありますが、新しい地域ぐるみの休日が、家族で過
ごすきっかけとなったということは言えると思います。
　また、今回は都市部、農村部、観光地と違った地域特性にあ
る学校で取り組みましたが、地域の特性は、はっきりとは出
ませんでした。ただ、11月末ごろに休日を設定したことで、観
光地である妙高高原地区では，ちょうど端境期で宿泊施設な
どは比較的休みが取りやすかったとのことです。
　さらに当市では、「家族の時間づくり」に取り組もうとされ
る家族に対して、家の中で過ごすだけではなく、外出するき
っかけづくりが必要だと考えました。そこで、妙高市内はも
ちろん、近隣の市町に協力を呼びかけ、公共施設の入場料割
引などの優待利用を設定し、優待特典の一覧表の他に、秋の
連休に行われているイベント情報も掲載して、市民にチラシ
を配布してお知らせしました。

　休暇の過ごし方をアンケートで調べたところ、保護者から、
「保護者が仕事のため、子どもだけが家にいた」という指摘が
ありました。工場に三交代制で土日も勤めている方もおられ
るなど、いかに“親と子どもの休日のマッチング”が難しいか
ということですね。初年度は市内企業のみに協力を依頼しま
したので、今後は市民が多く勤めている上越市の企業などに
も協力を仰ぎます。また、昨年の場合、７～９月に事業所訪問
を行いましたが、それでは遅かったようで、「社内に十分伝わ
ってなかった」とした事業所が５割を超えていました。今後
は、対象の学校に通っている子どもを持つ従業員だけでなく、
職場全体に、プロジェクトを理解していただくことが必要と
考えています。
　また、妙高市では、平成23年度も引き続きこのプロジェク
トを実施していきますが、参加校は１校増えて計６校、うち
４校は新規参加となります。中には５月と11月の２回の実施
を希望する小学校もあり、市としても注目しています。この
取組を継続することで、地域ぐるみの休暇と家族の時間づく
りに対する意識を高めていきます。また、地域全体で余暇活
動が活発化することは、観光地「妙高」の活性化も促します。観
光地の繁忙期に、もっと人が動ける、つまり休暇を取れるよ
うな仕組みがないものかとも考えています。
　妙高市では、家族に通学しているお子さんがいない家庭に
ついても学校や地域のことを知ってもらうために、小学校区
ごとに「妙高市民の心」カレンダーを配布していますが、平成
23年度のカレンダーから、それぞれの小学校の「家族の時間
づくりの日」も記載するようにしています。

雪国ならではの豊かな心を育む取組の一貫として

秋の連休は様々な“きっかけ”を生む

休暇に対する意識を高めるために

公共施設の優待利用を設定

紅葉が美しい秋の妙高山、初冠雪も間近だ



　　　　　情報発信と理解と協力……これが成功への道！

「家族の時間づくり」プロジェクト実施の　
Point1

「家族の時間づくり」プロジェクトを実施していくうえでの取組ステップごとのポイント（例）をまとめてい
ます。皆様の地域で取り組まれる際に、ご参考にしてください。

行政庁内における
プロジェクトへの理解と協力
　企画調整、教育、産業振興等の各部署が連携し、プロジェク
トを推進していくための全庁的な体制を構築し、『何のために
「家族の時間づくり」プロジェクトに取り組むのか』について、
理解を共有して協力体制を構築します。

ただ単に「学校を休みにして、
保護者の有給休暇取得を促進
する」のではなく、「そうする
ことよってどんなまちづくり
を推進したいのか」について
関係部署間で良く共有を。

兄弟姉妹で揃って学校が休み
になるように、対象とする小
学校の校区と中学校の校区を
一致させることも１つの方法
です。

実施までに十分な周知期間を
取れるようにしましょう。

推進会議等は、プロジェクト
の節目節目に開催します。地域ぐるみの推進体制の構築

　商工会議所など地元経済界や学校なども参加した推進会議
を開催します。推進会議を中心に地域が一体となって、事業の
意義、目標を共有化することで、取組の効果が増大します。

対象校の選定及び学校休業日の設定
　「家族の時間づくり」プロジェクト実施の目的や地域の状況
を踏まえて、市内全校での実施か、特定の学校のみの実施かを
決定します。特定の学校のみの実施の場合は、各学校長とも良
く相談しつつ、対象校を選定します。
　対象校が決まったら、それぞれの学校の実情に応じて、学校
休業日を設定します。

学校（長）、教職員、保護者等への
協力依頼
　教育委員会を通じて、対象校の学校長、教職員を対象に、取
組についての理解と協力を依頼します。また学校長を通じて、
保護者に対して、「家族の時間づくり」の意義について普及啓発
を行い、理解と協力をお願いします。観光庁作成のチラシなど
を活用して頂けます。

地域社会への協力依頼
　自治会・町内会などに対して、「家族の時間づくり」の取組を
行うことについて、説明を行い、理解と協力を求めます。これ
によって、「学校だけでなく、地域も一緒になって子どもたちを
育てる」といった風土も醸成します。



ポイント

観光庁がアンケートのひな型を作成しま
す。それを基に、地域が工夫して成果検証
を行いましょう。

「事業所も地域社会の一員
であるので、地域のまちづ
くりに協力して欲しい。」
と訴えている自治体もあ
ります。

情報発信、普及啓発
　学校や事業所へのチラシの配布、市内各所でのポスター掲示、自治体広報紙
や自治体記者クラブ、地域のラジオやケーブルテレビなどで、情報発信と普及
啓発を図ります。

地域で家族が過ごすためのメニューづくり
　家族の時間の受け皿として、「公共施設の無料開放やレジャ
ー施設の優待割引」「地域でのイベント・お祭り」などのメニ
ューづくりも効果的です。
　また、保護者が仕事を休めない場合に備えて、保育所など
の受け入れなどの対応策も検討します。

成果検証　
　実施後に、保護者や子ども、教員等を対象にアンケートを
実施して、プロジェクトの効果・課題の把握・分析を行います。

経済界、労働界等への協力依頼
　学校休業日に合わせて、保護者である従業員が有給休暇を取得できるよう
に経済界、労働界等へ協力を依頼します。
　チラシの配布はもちろん、できれば市内の主な事業所については、行政職員
等が直接訪問して、有給休暇取得率の向上、ワークライフバランスの向上や従
業員の生産性向上など、企業にとってのメリットの説明・協力依頼が重要です。

次年度以降に向けた取組方針と課題解決策の検討
　「実施結果についての確認」をもとに、次の年度に向けた取組方針と課題解決策を検討します。

前年度中 …………………翌年度の学校休業日の日程／対象小中学校（幼稚園）の決定 
４月頃 ……………………保護者への周知（スケジュール、対象地域等のお知らせ） 
…………………………企業（経済団体）への周知（同上） 
５月頃 ……………………保護者への周知（アンケート、地域行事、受入体制等詳細） 
　　　　　　　　　　企業（経済団体）への周知（同上） 
９月頃 ……………………アンケート調査内容の照会
　　　　　　　　　　　　（※対象例：保護者、事業所、学校長及び学級担任） 
10月頃 …………………アンケート調査の実施 
12月～翌年１月頃 …アンケート調査結果の分析
翌年２月～３月 ………事業効果、課題等のとりまとめ

★ 秋休みを想定した場合の年間スケジュール例

平成22年度の取組では、次のようなメニ
ューが用意されました。
・ 〔亀山市〕　歴史資料館や歴史博物館等の
無料開放やお勧めスポットを紹介　など
・ 〔島田市〕　親子ふれあいイベントの開催
やSL親子無料乗車体験　など
・ 〔妙高市〕　近隣市町の協力を得て、観光
施設の特別優待企画を設定し紹介　など

市長会見を活用し、プロジ
ェクトの意義と参加協力を
訴えることも効果的です。



　　　　　早め早めのスケジュール管理が成功の秘訣！

「家族の時間づくり」プロジェクトを進める　

取組の決定

前
年
度
中

６
か
月
前

保護者／従業員への早めの普及啓発が、
家族の時間づくりを創出できるポイントです。

地域で家族が過ごすためのメニューづくりも
普及啓発の実施方法とともに検討します。

Point2

業務
スケジュールの
検討、

社内外の調整

取組の決定

取組の決定

行政庁内
における調整、
推進体制の
構築

学校
スケジュールの
決定、

校内外の調整

効果的な
普及啓発の
検討、実施

国の
サポート

国の
サポート

従業員への
普及啓発

保護者への
普及啓発

　「家族の時間づくり」を進めるためには、行政庁において前ページで示
したポイントに取り組むことに合わせて、学校や、保護者の勤務先であ
る企業等においても、実施に向けた準備を進めていくことが重要です。
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ために̶企業や学校・行政における取組̶

※国のサポートの内容や規模については、取組実施地域とご相談のうえ決定します。
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実施の効果を検証することによって、
次年度へ向けての改善につなげます。
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　ここでは、企業や学校・行政において、「地域ぐるみの休日」による
「家族の時間づくり」に向けて「いつまでに」「何をすればよいか」の
目安をご説明いたします。



支援体制も充実！ 地域の個性も際立ちます！

取組の輪は広がっています
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　平成22年度に全国9地域で始まった「家族の時
間づくり」プロジェクトも、平成23年度からは地
域を拡大して実施いたします。
　「家族の時間」がもたらす様々な効果をご理解い
ただき、皆様の地域におかれましても、ぜひ「家族
の時間づくり」を進め、本プロジェクトに加わって
いただくことをご検討ください。
　いろいろな方々が、本プロジェクトを応援して

くださっています。国も、本プロジェクトを支援
しています。
　また、取組を進める際には、平成22年度に実施
された地域の方々から、有益なアドバイスもいた
だけると思います。
　これらの支援体制をご活用頂きながら、ぜひ皆
様の地域におかれましても、「家族の時間づくり」
プロジェクトを推進してください。



● 平成22年度実施地域からのメッセージ ●

● 各省庁からのメッセージ ●

文部科学省からのメッセージ
　家族のふれ合いは、子どもが基本的な生活習慣
や思いやりの心、社会的マナーなどを育くむ大切
な時間です。そのためにも、家庭や、地域社会、学
校、行政、企業等が相互に連携しつつ、家族の時間
づくりに社会全体で取り組むことが大切です。地
域において様々な『「家族の時間づくり」プロジェ
クト』が推進されることを期待しています。

厚生労働省からのメッセージ
　働く人が家族や地域とふれあう時間を十分に持
てる社会を目指し、国とともに行動を起こしませ
んか。厚生労働省も、年次有給休暇の取得促進など
働き方・休み方の見直しや仕事と生活の調和（ワ
ーク・ライフ・バランス）の推進を通じて、「家族
の時間づくり」をサポートします。

経済産業省からのメッセージ
　休暇を取得し、仕事以外の時間を過ごしてリフ
レッシュすることは、新しいアイディアを生み出
すための大切な機会です。
　「『家族の時間づくり』プロジェクト」への参加を
通じ、家族と過ごす時間が増え、地域経済が活性化
されるとともに、働く人の発想力向上を通じた企
業のイノベーション力の強化につながっていくこ
とを期待します。

国土交通省観光庁からのメッセージ
　観光庁は、休み方、働き方をみつめ直し、休暇を
楽しむライフスタイルの実現を目指して休暇改革
に取り組んでいます。
　『「家族の時間づくり」プロジェクト』は、各地域の
ご協力のもと、大人（企業）と子ども（学校）の休みの
マッチングを行う実証事業です。ぜひ一緒に参加
して、休暇に関する意識改革を目指しませんか！

妙高市からのメッセージ
「家族の時間づくり」は休暇に対する意識が変わる
“きっかけづくり”と思って、恐れずにとにかくや
ってみてください。企業が従業員の背中をちょっ
と押せば休暇は取りやすくなりますし、休めるチ
ャンス、選択肢を増やすことが重要ではないでし
ょうか。加えて、家庭や地域のきずなを深めるとい
う教育的意味もあり、子どもたちが「生きる力」を
養う体験学習と捉えてもいいと思います。

島田市からのメッセージ
　家族で休みを取ることが地域の活性化へつなが
る糸口ですね。役所が何で休みの世話をするのか
……と疑っているようでは、このプロジェクトは
できないですね。
　もうひとつ言えることは「家族の時間づくり」に
は事業所へ如何にアプローチするかが成功の鍵を
握っているということです。

亀山市からのメッセージ
　本来は１つの市だけでなく周りの市も巻き込ん
で広域で取り組んだほうが効果は出るかとは思い
ますが、一気に広げるのは難しいでしょう。市とし
てメッセージを発信し続けていくことが大切でし
ょう。また、ことは学校に関わることですので、教
育的見地が必要ですから、まずは教育委員会の考
えに耳を傾けるということが肝心かと思います。

ご相談窓口
国土交通省観光庁
参事官（観光経済担当）
電話（03）5253-8111（内線27203）




