
仕事が忙しい 39.3％

仕事が忙しい

家事が忙しい

育児が忙しい

介護が忙しい

勉強，習いごと，趣味の活動などが忙しい

一緒に活動する親しい友人・知人がいない

健康上の問題

その他

無回答

33.7％

8.5％

3.7％

5.4％

6.5％

35.1％

8.2％

22.7％

18.4％

13.0％

6.2％

7.0％

36.2％

5.4％

3.4％

9.7％

21.5％

10.1％

7.4％

勉強，習いごと，趣味の活動などが忙しい

働く時間を減らすと，経済的に苦しくなる

健康上の問題

その他

無回答

家庭生活を大事にすることについて，職場の上司や
同僚の理解が得られない

働いている会社等で，育児休暇や介護休暇などの制
度が整っていない
働いている会社等で，育児休暇や介護休暇などの制
度はあるが，積極的にとろうという雰囲気がない

参加するきっかけがない，又は参加の方法
がわからない

活動に伴う人付き合いが，うまくできるか
心配

　京都市の市政総合アンケート調査は，市政の重要課題に対し，市民の皆様の御意見やニーズを的確
に把握し，市民感覚を市政に行き渡らせ，現地・現場主義で市民の皆様と共に汗する市政運営を進め
るため，3,000 人の方を対象に行っています。
　平成 23年度の第 2回調査では，「真のワーク・ライフ・バランス」をテーマに，アンケートを実
施しました。
　この調査の結果は，当推進計画の検討にも生かされています。

【資料 4　市政総合アンケート】

○　「「ワーク・ライフ・バランス」という言葉も意味も知らなかった」と回答された方が，全
体で６割以上という結果となりました。

○　一方で，「30 歳代」では，「ワーク・ライフ・バランス」という「言葉も意味も知っていた」「言
葉は知っていたが，意味は知らなかった」を合わせて 5 割近くと，他の年代と比べてワーク・
ライフ・バランスの認知度が比較的高いことが分かりました。

「ワーク・ライフ・バランス」の認知度について
＜主な調査結果について＞

◆ 計画への反映 ◆

　当推進計画では，「啓発・教育・情報発信」を重点項目の一つに掲げ，「真のワーク・ラ
イフ・バランス」という考え方を広く周知するため，各世代ごとに効果の高い取組を検討
しながら推進します。

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉も
意味も知っていた

21.9％

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉は
知っていたが，意味は知らなかった

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉も
意味も知らなかった

無回答

15.2％

1.3％

61.5％

○　「仕事が忙しい」と「働く時間を減らすと，経済的に苦しくなる」がそれぞれ 4 割近くと
いう結果となりました。家庭にもっとかかわりたいと思っても，主に仕事の忙しさや経済的
なことが課題となって希望どおりにはいかないという現状が伺えます。

家庭生活の時間を充実させるうえで課題になること

◆ 計画への反映 ◆

　当推進計画では，「仕事とつながりいきいきとした職業人としての役割を担うための支
援」を重点項目の一つに掲げ，企業等における仕事と家庭生活等の両立支援の取組の促進
や，雇用行政，労働行政を担う国や京都府との連携を図りながら，市民の雇用機会の確保
と就労のための支援を行います。

仕事が忙しい 39.3％

仕事が忙しい

家事が忙しい

育児が忙しい

介護が忙しい

勉強，習いごと，趣味の活動などが忙しい

一緒に活動する親しい友人・知人がいない

健康上の問題

その他

無回答

33.7％

8.5％

3.7％

5.4％

6.5％

35.1％

8.2％

22.7％

18.4％

13.0％

6.2％

7.0％

36.2％

5.4％

3.4％

9.7％

21.5％

10.1％

7.4％

勉強，習いごと，趣味の活動などが忙しい

働く時間を減らすと，経済的に苦しくなる

健康上の問題

その他

無回答

家庭生活を大事にすることについて，職場の上司や
同僚の理解が得られない

働いている会社等で，育児休暇や介護休暇などの制
度が整っていない
働いている会社等で，育児休暇や介護休暇などの制
度はあるが，積極的にとろうという雰囲気がない

参加するきっかけがない，又は参加の方法
がわからない

活動に伴う人付き合いが，うまくできるか
心配

○　「参加するきっかけがない，又は参加の方法がわからない」を選択する方が 4 割近くと，最も
多い結果となりました。

○　年代別では，「20 歳代」「30 歳代」で「参加するきっかけがない，又は参加の方法が分から
ない」が約 5 割を占めました。一方で，「40 歳代」「50 歳代」では「仕事が忙しい」が 5 割以
上となり，世代によって，地域活動・社会貢献の障害となる内容が異なることが分かりました。

地域活動や社会貢献の時間を充実させるうえで課題になること
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◆ 計画への反映 ◆

　当推進計画では，「地域や社会とつながり生きがいを持って活動するための支援」を重
点項目の一つに掲げて地域活動や市民活動等の社会活動への参加促進と活動支援を行い，
各世代のニーズに応じた情報発信や参加のきっかけづくりに取り組みます。

○　“真のワーク・ライフ・バランス”の実現に向けた取組を「おおいに進めた方がよい」「進めた
ほうがよい」と回答された方が，合わせて 8 割以上という結果となりました。多くの方が，京都
市がワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を進めることに賛成の考え方を示されています。

“真のワーク・ライフ・バランス”の実現に向けた取組を進めることについて

◆ 計画への反映 ◆

　当推進計画では，「啓発・教育・情報発信」を重点項目の一つに掲げ，市民ひとりひと
りが「真のワーク・ライフ・バランス」について考える機会を提供するとともに，市民や
企業（事業者）が主体的に取り組まれている活動内容を広く発信して社会気運を醸成する
取組を行います。

おおいに進めた方がよい

進めた方がよい

進めなくてよい

わからない

無回答

必要ない

わからない

その他

無回答

10.2％

34.0％

50.0％

3.5％

2.3％

42.1％

35.0％

52.5％

2.1％

13.1％

5.1％

3.4％

ワーク・ライフ・バランスの考え方につ
いて，理解を深める

仕事は夫，家庭のことは妻，というよう
な固定的な考え方を，人に押し付けない

配偶者などの家族の希望に応じて，
家事，育児，介護などを協力し合う

おおいに進めた方がよい

進めた方がよい

進めなくてよい

わからない

無回答

必要ない

わからない

その他

無回答

10.2％

34.0％

50.0％

3.5％

2.3％

42.1％

35.0％

52.5％

2.1％

13.1％

5.1％

3.4％

ワーク・ライフ・バランスの考え方につ
いて，理解を深める

仕事は夫，家庭のことは妻，というよう
な固定的な考え方を，人に押し付けない

配偶者などの家族の希望に応じて，
家事，育児，介護などを協力し合う

○　「配偶者などの家族の希望に応じて，家事，育児，介護などを協力し合う」が，性別，年代，
職業，家族構成に関係なく，あらゆる階層で最も多い結果となりました。多くの方が，ワーク・
ライフ・バランスの実現には家族で協力し合うことが不可欠と考えていることが分かりました。

ワーク・ライフ・バランスの実現のために個人や家庭で必要なこと

◆ 計画への反映 ◆

　当推進計画では，「家族とつながりいきいきとした家庭人としての役割を担うための支
援」を重点項目の一つに掲げ，子育てや介護等の負担軽減の支援や家庭生活への男性の積
極的な参加の促進に取り組み，「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のため男女が家
庭生活において協力し合える社会の気運を盛り上げていきます。

○　「育児休暇，介護休暇，短時間勤務制度，フレックス勤務など，子育てや介護が必要な時期
などに，制度が積極的に活用されるよう取り組む」が 4 割近く，「育児休暇，介護休暇，短時
間勤務制度，フレックス勤務などの制度を充実させる」が 3 割以上という結果となりました。

○　上記の「育児休暇，介護休暇，短時間勤務制度，フレックス勤務など，子育てや介護が必
要な時期などに，制度が積極的に活用されるよう取り組む」ことを望む意見は，特に「20 歳代」

（62.1％）と「30 歳代」（48.3％）のほか，世帯の種別の「親と子の世帯（小学校 6 年生以下）」
（51.0％）で，その傾向が強いことが分かりました。

ワーク・ライフ・バランスの実現のために企業・職場で必要なこと

◆ 計画への反映 ◆

　当推進計画では，「仕事とつながりいきいきとした職業人としての役割を担うための支
援」の取組として，企業（事業者）等の支援のため，補助制度の創設や企業間の意見交換
会等を実施して，企業の具体的な取組を応援します。

わからない

必要ない

仕事の効率化を進め，余分な仕事をなくす

ワーク・ライフ・バランスの意識が社内に
浸透するよう，社員の啓発等を行う

有給休暇の取得促進に積極的に取り組む

その他

無回答

32.4％

35.5％

18.4％

20.5％

18.8％

16.9％

2.0％

9.6％

3.8％

25.3％

育児休暇，介護休暇，短時間勤務制度，フレックス勤務など，子育てや
介護が必要な時期などにも働きやすい制度を充実させる

育児休暇，介護休暇，短時間勤務制度，フレックス勤務など，子育てや
介護が必要な時期などに，制度が積極的に活用されるよう取り組む

ノー残業デーなど残業時間の削減や，休日出勤の解消など，規定の労働
時間以外の労働を減らす取組を進める
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＊　調査結果の詳細については，情報公開コーナーで報告書を閲覧できます。
　　また，総合企画局市長公室広報担当ホームページ（＊）において公開しています。
＊　ホームページ　http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000109221.html

＜調査の概要＞
ア　調査の対象	 20 歳以上の市民 3,000 人
	 	 	 （住民基本台帳及び外国人登録データから無作為抽出）
イ　調査の方法	 回答用紙への記入方式（郵送）
ウ　調査の期間	 平成 23年 8月 12日（金）〜平成 23年 8月 26日（金）
エ　有効回収数	 1,123（回収率　37.4％）

【資料 5　計画策定までの経過（平成 23 年度以降）】
1 検討の進め方

◎　計画の策定を行うため，企画監の下，庁内の横断的な組織として「真のワーク・ライフ・
バランス推進プロジェクトチーム」を設置し，さらにその所属課から選出した若手職員によ
るワーキンググループを設置しました。

◎　庁内のメンバーであるプロジェクトチーム，ワーキンググループで検討を重ねるだけで
なく，「真のワーク・ライフ・バランス」を提案した「未来の担い手・若者会議　U35」（Ｐ
2 コラム①参照）と意見交換会を行いながら，検討を進めてきました。

　　　プロジェクトチーム会議…6 回開催
　　　ワーキンググループ会議…2 回開催
　　　意見交換会（全体会）……3 回開催
　　　＊　さらに，1 月以降は，プロジェクトチーム，ワーキンググループ，U35 混成の　

　　　 ユニットに分かれて意見交換会をそれぞれ複数回行いました。

◎　また，上記チームで外部講師を招いて，ワーク・ライフ・バランス先進国のスウェーデ
ンとの比較から，これまでのワーク・ライフ・バランスの考え方や課題について学びました。

（1 回開催）

2 市民意見の募集

　「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画の策定にあたって，市民の皆様の御意見をお
伺いし計画に反映させるため，11 月に素案を発表して市民意見募集を行いました。
　市民意見募集にあたっては，「真のワーク・ライフ・バランス」の提案者である「未来の
担い手・若者会議　U35」にも御協力いただき，本市のイベント会場や街頭で市民の皆様
にお声をおかけし，御意見をうかがう「出前パブコメ」も取り入れました。
　いただいた御意見とそれに対する本市の考え方については，京都市情報館の「男女共同
参画推進課」または「市民協働政策推進室」のホームページで御覧いただけます。

【参考：Ｕ 35の取組　≪ライフスタイルカフェにおけるアンケート≫】
　Ｕ 35が，「真のワーク・ライフ・バランス」の考え方を広く発信するため，平成 23年 10月 27日〜 30日に岡崎
公園において「ライフスタイルの再考」をコンセプトとしたオープンカフェ「ライフスタイルカフェ」を開催しました。
　その会場において，U35が市政総合アンケートと同様の設問による来場者アンケートを実施し，296名（男 62名，
女 150名，男女無回答 84名）の方の回答が得られました。年代別では，市政総合アンケートと比較して，20歳代以
下及び 30歳代の方が多く，市外からの来場者にも回答をいただいた点が異なり，市政総合アンケート結果とともに，
当推進計画の検討にあたって参考とさせていただきました。

●募集期間

平成23年11月8日（火）〜
12月15日（木）

●御意見数

御意見をいただいた方の総数180人（8団体含む。）
意見数237件　＊趣旨不明・判読不能なもの等を除く。
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