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Q13 今後，ワーク・ライフ・バランス，女性の活躍を推進するために，行政にど

のような施策を期待しますか（複数回答・いくつでも）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（その他の意見） 

 ○会社内に外部より・指導が必要（建設業） 

○人材雇用の支援（市独自の人材バンク）（医療・福祉） 

○お子さんを預かる側の支援（教育・学習支援業） 

○社会サービス～保育等（不動産・物品賃貸業） 

○ワーク・ライフ・バランス，女性活躍推進関連法の更なる整備（例：減税制度，数値目標の法令化） 

（製造業） 

○保育士不足の為，ハローワークにて人材バンク的な人集めに力を入れていって欲しい。産休や育

休の時など困っています。（医療・福祉） 

○出産・育児の為，夜勤をしない女性が多くなると夜勤を行なう職員の確保が難しく，業務が回らな

い。その対策，施策（医療・福祉）

４ ワーク・ライフ・バランス，女性活躍の推進に関する支援について 
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関連する制度等に関する情報提供

企業の取組事例の情報提供

女性の活躍推進に関する，経営者・管理職向けセミナーな

どの開催

ワーク・ライフ・バランスなどに関する，経営者・管理職

向けセミナーなどの開催

具体的な取組の進め方に関する，人事担当者等への研修会

の開催

若年女性社員に向けた，人材育成セミナーや研修会などの

開催

女性管理職候補者を対象とした，リーダー研修の開催

男性社員への意識啓発を目的としたセミナーや研修会など

の開催

事業所の取組に対する助成金などの経済的支援

優れた成果をあげている事業所の表彰やホームページ，印

刷物等を通じた公表

子育て支援サービスや相談窓口の充実

その他

無回答

Q13.ワーク・ライフ・バランス，女性の活躍を推進するために行政に期

待すること

（MA n=133,3つ以内）
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◇ ワーク・ライフ・バランス，女性の活躍を推進するために行政に

期待する施策については，「取り組みに対する経済的支援」が 36.1％

で最も高く，次いで「関連する制度等に関する情報提供」（27.8％），

「企業の取組事例の情報提供」（21.1％），「ワーク・ライフ・バラ

ンスなどに関する，経営者・管理職向けセミナーなどの開催」（19.5％）

であった。 

 

Q14 市では，今後ワーク・ライフ・バランス，女性活躍の推進を図ることを目的

に，企業向けセミナーや研修会の開催を予定しています。参加しやすい時間帯，

時期などがございましたらご記入ください。 
 

（参加しやすい時間帯） 
 

時間帯 
（午前 9時～12時/午後 13時～17時/夜 18時～21時） 

※括弧内は回答事業所数 

経営者・管理職 
平日 午前（１４）/ 午後（４５）/ 夜（１２） 

土日 午前（５） / 午後（５） / 夜（８） 

人事担当者 
平日 午前（１８）/ 午後（４９）/ 夜（１０） 

土日 午前（３） / 午後（４） / 夜（２） 

従業員 
平日 午前（１３）/ 午後（３８）/ 夜（７）  

土日 午前（６） / 午後（３） / 夜（２） 

 

（参加しやすい時期：経営者・管理職） 
 

業種 実施希望時期 回答件数 

医療・福祉業 

4月（２），5月（３），6月（3），7月（１），

8月（１），9月（１），1月（１），2月（１），

3月（１） 

８事業所 

運輸業 5月（１）6月（１） ２事業所 

卸売・小売業 
6月（２），7月（１），8月（１），9月（１） 

7，8月・11，12月以外 
３事業所 

学術研究，専門･技術サー

ビス業 
4月（１） １事業所 

教育･学習支援業 8月（３） ３事業所 

建設業 

1月（１），2月（１），3月（１），4月（２），

5月（１），6月（２），夏（１），決算期をの

ぞく（１） 

９事業所 

宿泊業・飲食サービス業 ７，８，９月（１） １事業所 

情報・通信業 4月（２），5月（１），6月（１） ２事業所 

生活関連サービス業･娯楽

業 
6月（２），11月（１），12月（１） ２事業所 

製造業 
6月（１），7月（１），8月（１），9月（１），

月の中旬（１） 
５事業所 

その他のサービス業 6月（１） １事業所 
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（参加しやすい時期：人事担当者） 
 

業種 実施希望時期 回答件数 

医療・福祉業 

４月（２），５月（２），６月（１），７月（１），

８月（１），９月（１），１月（１），２月（１），

３月（１） 

６事業所 

運輸業 ５月（２），６月（１） ３事業所 

卸売・小売業 
６月（２），７月（１），８月（１），９月（１） 

７，８月・１１，１２月以外 
３事業所 

学術研究，専門･技術サー

ビス業 
４月（１） １事業所 

教育･学習支援業 7月（１），８月（２） ３事業所 

金融・保険業 １月（１） １事業所 

建設業 

３月（１），４月（２），５月（１），６月（２），

７月（１），８月（２），９月（１），１０月（１），

夏（１） 

８事業所 

宿泊業・飲食サービス業 ７，８，９月（１） １事業所 

情報・通信業 ４月（２），５月（１），６月（１） ２事業所 

生活関連サービス業･娯楽

業 
６月（１），１１月（１），１２月（１） １事業所 

製造業 
６月（１），７月（１），８月（１），９月（１），

月の中旬（１） 
５事業所 

その他のサービス業 ６月（１） １事業所 

 

（参加しやすい時期：従業員） 
 

業種 実施希望時期 回答件数 

医療・福祉業 
４月（２），５月（２），６月（１），８月（１），

９月（１），１月（１），２月（１），３月（１） 
６事業所 

運輸業 9月（１） 1事業所 

卸売・小売業 
６月（２），７月（１），８月（１），９月（１） 

７，８月・１１，１２月以外 
３事業所 

学術研究，専門･技術サー

ビス業 
４月（１） １事業所 

教育･学習支援業 ８月（３） ３事業所 

建設業 

３月（１），４月（２），５月（２），６月（２），

７月（１），８月（１），夏（１），決算期をのぞ

く 

８事業所 

宿泊業・飲食サービス業 ７，８，９月（１） １事業所 

情報・通信業 ４月（１），９月（１） ２事業所 

生活関連サービス業･娯楽

業 
６月（１），１１月（１），１２月（１） １事業所 

製造業 ６月（１），９月（１），月の中旬（１） ３事業所 

その他のサービス業 ６月（１） １事業所 
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（希望するテーマ） 

○ワーク・ライフ・バランスに関すること 

○人材育成・活躍推進に関する，経営者・管理職・一般（女性）に向けたセミナーの開催 

○働き方改革について（時間外労働の削減） 

○ワーク・ライフ・バランスの取組を推進することによりどんなメリットがあるか？ 

○良好な人間関係の構築 

 

Q１５ ワーク・ライフ・バランス，女性活躍の推進などに関して，鹿嶋市また

は，ハローワーク常陸鹿嶋に対し，ご意見・ご要望がありましたら，下記に自由

にご記入ください。 

 

福祉は特に人気が無い職業ですが，多くの人材を必要とする事業体です。

福祉の魅力や良い所，活躍している方などを紹介し，興味をもってもらえ

るようなイベント等が必要と感じます。 

ワーク・ライフ・バランス推進実施事業所に対する助成制度や支援体制の

構築など，これから取り組んでいく事業所も含め働きかける内容を前向き

に検討をお願いしたい。 

医療・福祉 

女性（妻）が働くことについて，真に男性の理解が必要だと思います。家

庭において女性（妻）に求められがちな家事・子育て・介護等を，男性も

等しく分担しなくてはならない事を男性（夫）が理解し，受け入れ，実践

することが求められていると思います。（勿論，個々の家庭の状況に応じ

て異なりますが），一般論では男性（夫）も女性（妻）が働くことに理解

を示していると思いますが実際に自分の妻の場合は？例えば，保育園から

子どもが熱を出したと連絡が入り迎えのため早退するのは男性（夫）なの

か女性（妻)なのか。制度，体制を整えることと，男女（当然，女性も）

の意識を変える事を併せて進めてはならないと感じます。 

医療・福祉 

医療機関のため従業員はすべて女性のため，回答が出来ない項目が多く申

し訳ございませんでした。 
医療・福祉 

・市独自の人材バンクを考えていただきたい 医療・福祉 

・女性の活躍を推進するために，経営者・管理職の意識改革をさせるため

にも積極的な研修の開催（継続的に）の検討。又，女性社員に向けた人材

育成，リーダー研修，ワーク・ライフ・バランス等のセミナー開催も検討

してもらいたい。 

・働きやすい環境をつくるために，地域に勤務する女性のための子育支援

（保育等）サービスの充実を図る。 

医療・福祉 

職場が，お子さんを預かる立場ですので逆に保育園や幼稚園の預りが，多

くなることが考えられ，その場合保育園で働く職員のワーク・ライフ・バ

ランスは，どうしたら良いのかという疑問があります。0歳児から預けて

働く方向を目指しているようですが，0～2歳児の大切な時期，母親が安

心して子育てができる環境が将来の子どもたちにとって最も大切ではない

かと思います。保育料補助だけでなく，3人目，4人目を自分で子育てで

きる環境づくりも大切ではないかと思います。 

教育・学習支

援業 

市，ハローワークに対しては何も無いが，弊社の様な零細企業は特にトッ

プの思いが大切だと思うので自分では頑張って取り組んでいる。しかし，

客足の意識が全く変わっていないこの建設業では，かなり難しい問題だと

思う。 

建設業 

当社の仕事は，高架道路の上部工（鐵）だったり，地下トンネルの鐡制型

枠だったりと，鐡を組み合わせて熔接する事なので，今迄女性作業員は見
建設業 
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た事がありません。なので，女性とは縁が無いものと考えておりましたの

で，このアンケートは少々返事に困ります。 

ワーク・ライフ・バランスの重要性はわかっているが業務量が多く難し

い。常に人手不足の状態。取引先ごとに休みの状況も違うので難しい。 
建設業 

男性と女性の賃金に差のある会社があります。男性と同じ仕事（重い物を

持つ等）ができない場合には仕方ありませんが，男性も女性も同じ仕事の

場合には賃金は同じにしてほしいです。女性だから出産があるからと管理

職にしてもらえない事もある様です。女性だからといって必ず出産すると

も限りません。同じ仕事をする場合は平等にしてもらいたいと思います。

（当社ではありません） 

建設業 

鹿浦病院にある，もみの木のような施設（病児保育施設）がもっと沢山あ

ると，働いているお母さん方が助かるので市としてもお願いしたい。児童

クラブも小さな小屋で何十人もの児童がいて指導者も大変です。国の方針

に合わせて施設を大きく広い場所を作って欲しいです。いろいろな面でお

世話になっておりますがよろしくお願いします。 

生活関連サー

ビス業・娯楽

業 

 

 

 


