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１ はじめに 

 

（１）検証の目的について 

 ①神戸市次世代育成支援対策推進行動計画の策定 

  平成 15 年 7 月に次世代育成支援対策推進法が制定され，国，地方公共団体及び事業

主等が行動計画を策定する責務が示された。これに伴い，神戸市においても次世代育成

支援対策を総合的かつ効果的に推進するため，「子どもの利益が最大限尊重され，子ども

が健やかに育まれるとともに，すべての人が安心してゆとりを持って子どもを生み育て

ることができるよう，子育てを社会全体で支えるまち」を基本理念とした「神戸市次世

代育成支援対策推進行動計画（以下，「行動計画」）」前期計画を，平成 17 年 2 月に策定

した。また，その後の国の動向等を踏まえて，後期計画を平成 22 年 2 月に策定した。

策定にあたっては，庁内において「神戸市次世代育成支援対策推進本部」を設置すると

ともに，市民・事業者などの関係者が参画した「神戸市次世代育成支援対策推進協議会」

を設置し，検討を重ねた。 

  なお，平成 26 年 4 月，次世代育成支援対策推進法は，法律の有効期限を平成 37 年 3

月 31 日まで 10 年間延長することを決定している。 

 

②行動計画の進捗状況の把握と，検証の必要性 

   子育て施策を総合的かつ効果的に進めていくためには，行動計画の積極的な推進とあ

わせて，定期的に行動計画の進捗状況を把握し，検証することにより，市民のニーズに

対応した施策を展開する必要がある。 

 

 

（２）検証の方法 

  行動計画は，市民，事業者の参画のもと，年１回検証の場を設け，次年度の取り組みの

改善を図っていくことが有効とされている。そのため，平成 24 年度まで，上記の推進協

議会の場において年１回検証，評価を行ってきた。しかしながら，子ども・子育て支援法

に基づいて「神戸市子ども・子育て会議」が設置され，次世代育成支援に関する事項につ

いては「神戸市子ども・子育て会議」の所掌事務とされたため，平成 25 年度より「神戸

市子ども・子育て会議」において検証を行っている。 

  検証の手法としては，国の指針に示されているとおり，計画全体の進捗状況を評価する

ため，個別事業レベルの進捗状況(アウトプット)に加え，個別事業を束ねた施策レベル，

計画レベルの進捗状況(アウトカム)も点検・評価し，検証を行う。 

・アウトプット指標 

計画の進捗状況，事業の供給量を把握することによって，量的，質的評価を行う。 

  ・アウトカム指標 

  施策レベルの「地域における子育て支援」「職業生活と家庭生活との両立の推進」につ

いては，国の指針に沿って，共通の指標を設定する。 
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【共通の指標例】 

施策 評価指標 

地域における子育て支援 

 

 

 

 

 

①子育てに関して不安感や負担感を持つ保護者の割合 

（① 補足)今後有効(必要)な子育て支援策 

②希望した時期に保育サービスを利用することができた

と感じる割合(保育サービスの利便性) 

③子育てが地域の人(もしくは社会で)支えられていると

感じる割合（子育てについて，気軽に相談できる人(近所

の人・友人)がいる保護者の割合) 

職業生活と家庭生活との両

立の推進 

④仕事と生活の調和の実現が図られていると感じる割合 

（希望と現実の差） 

施策レベルの成果を段階的に補足する評価指標として，施策レベルの設問にあわせ， 

個別事業の「認知度，利用度，達成度(満足度)」の設問を設定する。 

 

 

①市民アンケート調査 

次世代育成支援に関する市民アンケートを実施 

  ・国の指針で示されたアウトカム指標に基づき，３歳児健診を受診する児童の保護者を

対象に，健診の問診票に調査票を同送し，健診会場にて回収。 

 ②施設利用者アンケート調査 

  施設利用者アンケート調査を実施 

  ・保育所，認定こども園，幼稚園，児童館，大学と連携した子育て広場，学童保育，一

時保育，子育てリフレッシュステイ，病児保育，ファミリー・サポート・センター，

地域型保育（小規模保育，事業所内保育，家庭的保育） 

③企業アンケート調査 

  次世代育成支援状況に関するアンケート調査を実施 

  ・市内の従業員 101 人以上の企業を対象に，調査票を直送し，郵送にて回収。 
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２ 神戸市の現状について 

（１）就学前児童の居場所（平成 28年度） 

 

 

就学前児童（0～5 歳児）の居場所を見てみると，0～2 歳までは在宅での育児比率が高く，

3 歳以降は保育所や認定こども園，幼稚園への入所率が高く，在宅育児家庭が少なくなるこ

とが分かる。 

 

（２）就学前児童の母親の就労等状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 就学前児童の母親の就労状況を見てみると，子育てをしながら働いている母親が増加して

いることが分かり，仕事と家庭の両立支援施策を拡充していくことの重要性がうかがえる。 

保育所は H28.4.1 幼稚園は H28.5.1 
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（３）保育所・認定こども園・小規模保育等定員数・待機児童数の推移 

 

 

 

  神戸市の保育所・認定こども園・小規模保育等の利用定員数は，平成28年4月には25,545

人となり，平成 17 年と比べて約 8,400 人増加している。待機児童数については，教育・

保育施設の新増設や小規模保育の拡充に加え，幼稚園から認定こども園への移行，事業所

内保育事業の実施などを行い，平成 26 年度には過去最大となる約 2,500 人分の保育枠を

確保した。その結果，平成 27 年 4 月の待機児童数は前年より 110 人減少し，13 人となっ

た。平成 27 年度においてもさらに約 1,000 人分の保育枠を確保したが，就労形態の多様

化や，待機児童が減少したことにより入所への期待感が高まった等の理由により，利用希

望者数が増加したことから，平成 28 年 4 月の待機児童数は 46 人増加し，59 人という結

果となった。 

 

（４）アンケート概要 

 平成 27年度は，前述の「市民アンケート調査｣「施設利用者アンケート調査」「企業アンケ

ート調査」を次の要領で行い，現状の把握に努めた。 

(人) (人) 

平成 

(各年４月時点) 

 

保育所等利用定員 待機児童数 
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【次世代育成支援に関する市民アンケート】 

 

１ 調査対象 

３歳児健診を受診する児童の保護者 

 

２ 調査方法 

  平成 28 年 4 月の 3 歳児健診問診票に調査票を同送し，健診の場で回収(5 月末まで受付) 

（配布数 1,108 セット，回収数 555 サンプル，回収率 50.1％） 

 

３ 調査期間 

  平成 28 年 4 月 1 日～4 月 30 日 

   

４ 調査結果 

（１）子育てを楽しいと感じることが多いかどうか【  資料２・Ｐ１５ 】 

   「楽しいと感じることの方が多い」が 69.7％，「楽しいと感じることと辛いと感じる

ことが同じくらい」が 25.2％おり，94.9％の人が子育てを楽しいと感じている。一方，

「辛いと感じることの方が多い」が 1.4％となっている。 

 

① 母子保健事業の認知度，利用度，満足度【 資料２・Ｐ１５ 】 

  ・区役所・支所の子育て支援室相談，新生児訪問指導，産後ホームヘルプ事業，すくす

く赤ちゃんセミナー，妊婦歯科健診の５事業について調査を行った。 

  ・認知度【２段目】が高いのは順に，新生児訪問指導，妊婦歯科健診，すくすく赤ちゃ

んセミナー，区役所・支所の子育て支援室相談，産後ホームヘルプ事業となっている。 

  ・利用度【３段目】が高いのは順に，新生児訪問指導，妊婦歯科健診，すくすく赤ちゃ

んセミナー，区役所・支所の子育て支援室相談，産後ホームヘルプ事業となっている。 

  ・満足度【４段目】が高いのは順に，産後ホームヘルプ事業，すくすく赤ちゃんセミナ

ー，妊婦歯科健診，新生児訪問指導，区役所・支所の子育て支援室相談，となってい

る。 

 

② 個別事業の主なもの【 資料２・Ｐ１６～１７ 】 

  ・区役所・支所の子育て支援室相談【 Ｐ１６,１段目 】は，子育てに関する身近な相談窓口

として設置しており，「知っている」が 73.7％，「利用経験あり」が 18.7％，利用者の

うち「大変満足」は 13.5％，「満足」は 76.0％となっている。 

  ・新生児訪問指導【 Ｐ１６,２段目 】は，出生全世帯を対象に実施しており，「知っている」

が 92.4％，「利用経験あり」が 79.3％，利用者のうち「大変満足」は 26.6％，「満足」

は 67.7％となっている。 

  ・妊婦歯科健診【 Ｐ１７,１段目 】は，「知っている」が 88.5％，「利用経験あり」が 54.8％，

利用者のうち「大変満足」は 31.9％，「満足」は 62.5％であった。 
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（２）子育てについて気軽に相談できる人がいると思うかどうか【 資料２・Ｐ１７ 】 

   「いる」が 97.0％，「いない」が 1.4％となった。「いる」と答えた人の相手相手の大

半は，配偶者，親や親族，友人であった。 

 

① 地域子育て支援事業の認知度，利用度，満足度，今後の利用希望【 資料２・Ｐ１８ 】 

  ・総合児童センター（こべっこランド），児童館，地域子育て支援センター，大学開放に

よる子育て広場，保育所園庭開放，みんなの幼稚園（園舎・園庭開放），地域の子育て

サークルの 7 事業について調査を行った。 

  ・認知度【 １段目 】が高いのは順に，児童館，総合児童センター（こべっこランド），保

育所園庭開放，みんなの幼稚園，地域の子育てサークル，地域子育て支援センター，

大学開放による子育て広場となっている。 

  ・利用度【 ２段目 】が高いのは順に，児童館，総合児童センター（こべっこランド），み

んなの幼稚園，保育所園庭開放，地域の子育てサークル，地域子育て支援センター，

大学開放による子育て広場となっている。 

  ・満足度【 ３段目 】が高いのは順に，みんなの幼稚園，地域子育て支援センター，保育所

園庭開放，地域の子育てサークル，大学開放による子育て広場，総合児童センター（こ

べっこランド）児童館となっている。 

  ・今後の利用希望【 ４段目 】が多いのは順に，総合児童センター（こべっこランド），児

童館，みんなの幼稚園，保育所園庭開放，地域子育て支援センター，大学開放による

子育て広場，地域の子育てサークルとなっている。 

 

② 個別事業のうち主なもの【 資料２・Ｐ１９ 】 

  ・児童館【 ２段目 】は，「知っている」が 94.4％，「利用経験あり」が 62.0％，利用者の

うち「大変満足」は 31.4％，「満足」は 53.8％，「今後利用したい」は 55.0％となっ

ている。 

  ・大学開放【 ４段目 】による子育て広場は，「知っている」が 25.6％，「利用経験あり」が

10.5％と少ないが，利用者のうち「大変満足」は 43.1％，「満足」は 50.0％，「今後利

用したい」は 27.9％となっている。 

 

（３）保育サービスを希望した時期に利用できたかどうか【 資料２・Ｐ２０ 】 

   「希望した時期に利用できた」が 45.9％，「調整したうえで利用できた」が 5.4％，「一

部利用できた」が 15.3％と，66.6％の人が保育サービスを利用しており，一方で 7.7％

の人が利用できなかったとしている。「保育サービスの希望なし」が 18.6％であった。 

 

① 各種保育サービスの認知度，利用度，満足度,今後の利用希望【 資料２・Ｐ２１～Ｐ２２】 

  ・保育所，保育所延長保育，保育所休日保育，保育所一時保育，病児保育，子育てリフ

レッシュステイ，ファミリー・サポート・センター，幼稚園，幼稚園預かり保育，認

定こども園，認定こども園延長保育，認定こども園預かり保育，小規模・事業所内・
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家庭的保育，小規模・事業所内・家庭的保育預かり保育，保育サービスコーディネー

ターの 15 事業について調査を行った。 

  ・認知度【 １段目 】が高い上位５事業は順に，幼稚園，保育所，認定こども園，保育所延

長保育，保育所一時保育となっている。 

  ・利用度【 ２段目 】が高い上位５事業は順に，保育所と幼稚園が同率１位，幼稚園預かり

保育，保育所延長保育，認定こども園となっている。 

  ・満足度【 Ｐ２２・１段目 】が高い上位５事業は順に，小規模・事業所内・家庭的保育と小

規模・事業所内・家庭的保育預かり保育が同率１位，認定こども園延長保育，保育所

延長保育，幼稚園となっている。 

  ・今後の利用希望【 ２段目 】が多い上位５事業は順に，幼稚園，幼稚園預かり保育，病児

保育，保育所，認定こども園となっている。 

 

② 個別事業のうち主なもの【 資料２・Ｐ２３～２５ 】 

  ・保育所【 Ｐ２３,１段目 】は，「知っている」が 94.4％，「利用経験あり」が 46.8％，利用

者のうち「大変満足」は 53.1％，「満足」は 39.6％，「今後利用したい」は 42.5％と

なっている。 

  ・幼稚園【 Ｐ２４,４段目 】は，「知っている」が 97.5％，「利用経験あり」が 46.8％，利用

者のうち「大変満足」は 44.2％，「満足」は 49.6％，「今後利用したい」は 46.5％と

なっている。 

  ・認定こども園【 Ｐ２５,２段目 】は，「知っている」が 90.1％，「利用経験あり」が 27.4％，

利用者のうち「大変満足」は 46.7％，「満足」は 44.7％，「今後利用したい」は 35.7％

となっている。 

 

（４）時間の優先度について【 資料２・Ｐ２６ 】 

   希望と現実をそれぞれ聞いたところ，希望【 Ｐ２６左 ４段目 】としては，回答の多い順に

「家事（育児）時間を優先」が 73.5％，「プライベートを優先」が 11.9％，「仕事時間を

優先」が 8.3％となったが，現実【 Ｐ２６右 ２段目 】としては，回答の多い順に「家事（育

児）時間を優先」が 66.3％，「仕事時間を優先」が 28.3％，「プライベートを優先」が

0.4％となった。 

 

（５）子どもとの外出の際，困ること・困ったことについて（３つまで複数回答）【 資料２・Ｐ２７ 】 

   「交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮されていないこと」が最も多く 35.0％，

次いで「トイレがオムツ替えや親子での利用に配慮されていないこと」が 32.8％，「小

さな子どもとの食事に配慮された場所が少ない」が 30.1％となっている。 

 

（６）神戸での子育てについて【 資料２・Ｐ２７ 】 

   神戸で子育てして良かったと思うかどうかについては，「かなり思う」が 8.8％，「思

う」が 61.3％の，計 70.1％となったが，一方で「あまり思わない」が 24.0％，「全く思

わない」が 2.2％となった。 
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   【資料２・Ｐ２８】「かなり思う」「思う」と回答した人に，神戸の良いところをたず

ねたところ（3 つまで複数回答），上位順に「動物園や水族園など家族で遊びに行ける施

設」（42.4％），「海や山などの自然環境の豊かさ」（37.8％），「児童館など親子で気軽に

集える場の提供」（22.6％）となった。 

   【資料２・Ｐ２９】「あまり思わない」「思わない」と回答した人に，良くない点につ

いてたずねたところ（3 つまで複数回答），上位順に「子どもに関する医療費の負担軽減」

（56.6％），「税の優遇や教育費の負担軽減」（50.3％），「働きながら子育てができる，保

育園・学童保育所」（27.6％）となった。 

 

（７）今後さらに充実させるべき子育て支援策（３つまで複数回答）【 資料２・Ｐ３０ 】 

   上位順に「税の優遇や教育費の負担軽減」（51.9％），「子どもに関する医療費の負担軽

減」（49.7％），「働きながら子育てができる，保育園・学童保育所」（30.8％）となった。 
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【次世代育成支援に関する施設利用者アンケート】 

 

１ 調査対象 

①保育所（保護者向け）    ②認定こども園（保護者向け） 

③幼稚園（保護者向け）    ④児童館（保護者向け）     

⑤大学連携（保護者向け）   ⑥学童保育（保護者・子ども向け） 

⑦一時預かり（保護者向け）  ⑧子育てリフレッシュステイ（保護者向け） 

⑨病児保育（保護者向け）    ⑩ファミリー・サポート・センター（利用者向け） 

⑪地域型保育（保護者向け） 

 

２ 調査時期  

平成 28 年 3 月 1 日～3 月 31 日 

 

３ 調査対象施設の抽出 

原則，各事業につき，実施箇所全施設を対象 

①保育所：各施設 12名を無作為抽出し，該当児童の保護者を対象に実施 

②認定こども園：各施設 12名を無作為抽出し，該当児童の保護者を対象に実施 

③幼稚園：公立 4名･民間 6名を無作為抽出し，該当児童の保護者を対象に実施 

④児童館：各施設 20～40名の保護者を対象に実施 

⑤大学と連携した子育て広場：各施設 20～40名の保護者を対象に実施 

⑥学童保育：各施設 5名を無作為抽出し，保護者，子どもを対象に実施 

⑦一時保育：各施設，調査期間中の利用者 8名を対象に実施 

⑧子育てリフレッシュステイ：各施設，調査期間中の利用者 10名を対象に実施 

⑨病児保育：調査期間中の利用者 30名を対象に実施 

⑩ファミリー・サポート・センター：依頼会員（両方会員含む）から 300名を無作為抽出 

し，実施 

⑪地域型保育：各施設，調査期間中の利用者 6 名（5 名未満の施設についてはその人数）

を対象に実施 

 

 

４ 調査結果 

① 保育所【 資料２・Ｐ３５】 

保育内容全般【 左４段目 】の満足度としては，「大変満足」「満足」「やや不満」「不満」

の 4 段階（利用者アンケートについて以下同様）で，「大変満足」という人が 39.0％，「満

足」を合わせると，90.3％となっている。 

保育時間の希望【 右３段目 】について，全体では「今のままでよい」が 70.9％，「あ

と 30 分長くして欲しい」が 15.3％，「あと 1 時間長くして欲しい」が 11.3％あり，「2

時間以上長くして欲しい」も 2.3％いた。また，充実してほしい支援策【Ｐ３６・２段目 】
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としては，病児保育の拡充，休日保育の拡充を望む意見が多かった。 

 

②認定こども園【 資料２・Ｐ４４ 】 

教育・保育内容全般【 左４段目 】の満足度としては，「大変満足」「満足」「やや不満」

「不満」の 4 段階（利用者アンケートについて以下同様）で，「大変満足」という人が

38.0％，「満足」を合わせると，89.7％となっている。 

教育・保育時間の希望【 右３段目 】について，全体では「今のままでよい」が 63.9％，

「あと 30 分長くして欲しい」が 15.9％，「あと 1 時間長くして欲しい」が 16.8％あり，

「2 時間以上長くして欲しい」も 3.4％いた。また，充実してほしい支援策【Ｐ４５・２段

目 】としては，病児保育の拡充，休日保育の拡充を望む意見が多かった。 

 

③幼稚園【 資料２・Ｐ５１ 】 

教育・保育内容全般の満足度【 左４段目 】としては，「大変満足」が 39.6％で「満足」

を合わせると 89.6％となっている。 

園を選択した理由【 Ｐ５２・左２段目 】については，全体としては「教育方針」が 41.4％，

「近所だから」が 38.6％となっているが，公立【Ｐ５５・左４段目 】では「近所だから」

が 44.7％となっている一方で，民間【Ｐ５５・右４段目 】では「教育方針」が 52.3％で最

も多くなっており，選択理由に差が表れている。 

 

④児童館（午前中）【 資料２・Ｐ６３ 】 

サービス内容【 左２段目 】で「大変満足」が 56.2％，「満足」を合わせると 97.9%とな

っている。また，【 右３段目 】児童館の利用によって知人が「かなり増えた」人は 42.8％

となっており，「少し増えた」を加えると 92.9％が，知人が増えたと答えている。 

 

⑤大学連携【 資料２・Ｐ６７】 

サービス内容【 右１段目 】で「大変満足」が 45.5％，「満足」を合わせると 98.9%とな

っている。また，【 左３段目 】大学連携の利用によって知人が「かなり増えた」人は 31.8％

となっており，「少し増えた」を加えると 84.1％が，知人が増えたと答えている。 

 

⑥学童保育【 資料２・Ｐ７１ 】 

保護者にサービス内容【 左 1段目 】について聞いたところ「大変満足」が 33.0％で「満

足」を合わせると 93.5％となる。利用に関する要望（２つまで複数回答）【Ｐ７２】につ

いては，「学校休業日の開館時間を早くして欲しい」が 43.2％で最も多かった。 

 

⑦一時預かり（一時保育含）【 資料２・Ｐ７７ 】 

サービス内容【 左３段目 】について「大変満足」が 40.0％，「満足」を合わせると 85.0％

となっている。子どもを親族・知人に預かってもらうことの難易については【 Ｐ７８・

右２段目 】，「非常に困難」が 34.5％，「気軽には預けられない」48.3％となっており，

合計で 82.8％が子どもを親族・知人に預かってもらうことが難しいと感じている。 
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⑧子育てリフレッシュステイ【 資料２・Ｐ８３ 】 

サービス内容【 Ｐ８３・右２段目 】について「大変満足」が 47.8％おり，「満足」を合

わせると 86.9％となる。子どもを親族・知人に預かってもらうことの難易について【 Ｐ

８４・左３段目 】，「非常に困難」が 60.9％，「気軽には預けられない」30.4％となっており，

アンケートに答えた９割以上が子どもを親族に預かってもらうことが難しいと感じてい

る。 

 

⑨病児保育【 資料２・Ｐ８７～８８ 】 

サービス内容【 Ｐ８７・右 ２段目 】について「大変満足」が 52.3％，「満足」を合わ

せると 88.9％となっている。病児保育がなかった場合の対応について【 Ｐ８８・左２段

目 】，80.4％が「仕事を休む」としており，8.5％が「別居の親族等に見てもらう」とし

ている。 

 

⑩ファミリー・サポート・センター【 資料２・Ｐ９１～９２ 】 

今年度サポートをお願いしていた協力会員の対応について【 Ｐ９１・左 ３段目 】,「今

年度は利用していない」が 33.6％となった。残りの 66.4％のうち，「大変満足」は 50.3％，

「満足」は 14.7％であった。普段, 家事や育児を親族・知人に手伝ってもらうことの難

易について【 Ｐ９２・１段目 】，「気軽には頼めない」46.2％，「非常に困難」が 43.4％，

となっており，合計で 89.6％が子どもを親族に預かってもらうことが難しいと感じてい

る。 

 

⑪地域型保育【 資料２・Ｐ９５～９６ 】 

地域型保育の保育内容全般について【 Ｐ９５・左４段目 】「大変満足」が 49.2％，「満

足」を合わせると 91.7％となっている。「職員の対応」について【 Ｐ９６・左上段 】，

「大変満足」が 62.2％，「満足」を合わせると 92.9％となる。 



12 
 

【次世代育成支援状況に関する企業アンケート】 

 

１ 調査対象  

市内企業のうち，従業員数 101 人以上の企業の事業主 

 

２ 調査方法 

 調査票をダイレクトメールで郵送し，郵送で回収 

  （配布数 625 セット，回収数 177 サンプル，回収率 28.3％） 

 

３ 調査期間  

平成 28 年 3 月 1 日～3 月 31 日 

 

４ 調査結果 

（１） 従業員の男女構成について【 資料２・Ｐ１０１ 】 

対象年齢を３０歳未満, ３０～４９歳,５０才以上, として調査した結果, 年齢構成

が上がるにつれて女性の割合が低くなっている。 

 

（２） 育児休業を取得した従業員数について【 資料２・Ｐ１０２～１０３ 】 

 育児休業の取得人数が０人という企業の割合は 20％を超えており，まだまだ改善

が必要な状況が続いている。 

 育児休業取得人数【 Ｐ１０３・下 】については，年々増加している。また，男性

の育児休業取得人数についても増加傾向にあるが，まだまだ低い取得率となっている。 

 

（３） 育児休業の期間について【 資料２・Ｐ１０４ 】 

「1 年～1 年半」の企業が 67.2％と最も多く，「3 年」の企業は 11.9％となっている。 

 

（４） 育休の取得状況について【 資料２・Ｐ１０４ 】 

従業員が実際に利用する育児休業期間については，「制度通り」という企業が 71.2％

となっている。 

 

（５） 労働時間の短縮等の措置について【 資料２・Ｐ１０４  】 

育児のために労働時間の短縮等の措置を講じているかについては，約 90％の企業が

「講じている」と答えている。 

 

（６） 育児支援のために講じている施策について（複数回答）【 資料２・Ｐ１０４ 】 

「短時間勤務制度」が 89.4％と一番多く，次いで「所定外労働をさせない制度」

（59.6％），「始・終業時刻の繰上げ・繰下げ」（30.4％）となっている。「短時間勤務

制度」「所定外労働をさせない制度」は「子が 3 歳になるまで」とする企業が一番多い。 
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（７） 育児休業後の現職復帰について【 資料２・Ｐ１０６ 】 

87.0％が復帰を原則としている一方で，8.5％の企業で現職復帰が規定されていない

という結果になっている。 

 

（８） 育児休業からの現職復帰プログラムの有無について【 資料２・Ｐ１０６ 】 

原則として実施している企業は 12.4％となっている。 

 

（９） 育児のため途中退職した従業員の再採用制度について【 資料２・Ｐ１０６ 】 

63.8％の企業で再採用の制度がないと答えている。 

 

（10）会社が講じている子育て支援対策を周知するための取り組みについて 

【 資料２・Ｐ１０６ 】 

64.4％が周知している，32.2%が特にしていないとしている。取り組みとしては，「説

明会（個別・オリエンテーション）」「社内ウェブ・イントラ・メール」「パンフレット

の配布・回覧板」などが多い。 

 

（11）将来的に必要と考える少子化対策について（複数回答）【 資料２・Ｐ１０７ 】 

「出産祝金，入学祝金等の祝金」が 69.5％と最多であり，次いで「家族手当の支給」 

が 58.8％，「男性の育児休業の取得促進」が 24.3％となっている。 

 

（12）少子化対策を推進するために行政に望むこと（自由記載）【 資料２・Ｐ１０７ 】 

「待機児童の解消・保育所の整備」が一番多く，次いで「育休・代替職員を雇用す

る企業への補助」「学童保育の充実」となっている。 


