
平成３０年度 第５回市政モニター・アンケート調査結果 

 

◆ 調査テーマ 

  「仕事に関する市民意識調査」について   （所管課：広報課） 

 

◆ 調査期間 

    平成３０年１２月７日（金） ～ １２月２１日（金） 

 

◆ 調査方法 

対象・人数 市政モニター ３７人 

調査方法 書面・インターネットを通じてアンケートに回答 

回収率 
調査対象３７人に対して 

有効回収数 ３２人 有効回収率 ８６．５％  

質問数 ６問 

 

◆ その他 

各設問の回答割合（％）の合計は、端数処理の関係上、100％にならない場合があり

ます。複数回答の設問については、合計が 100％を超える場合があります。記述式の意

見については、基本的には記載のまま掲載しておりますが、一部主旨を変えない程度に、

要約・加筆・言い換えしてある場合があります。 

 

 



(件数） （％）

1 9 28.1%

2 1 3.1%

3 10 31.3%

4 0 0.0%

5 0 0.0%

5 12 37.5%

32 100%
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(件数） （％）

1 0 0.0%
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3 3 9.4%

4 22 68.8%
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(件数） （％）

1 21 65.6%

2 6 18.8%

3 5 15.6%

32 100%

問４　あなたにとって、仕事のやりがいがどこにあるか教えてください。　　　→記述式まとめに掲載

経験

その他

仕事

問３　あなたが人生において一番大切にしているものはなんですか。理由も教えてください。 （単数回答　32件）

選択肢

計

家事従事

無職

非常勤嘱託

　5「その他」の内容 子どもが産まれるまでは仕事、産まれてからは家族

問２　今の自分の雇用形態について、満足な点・不満足な点を教えてください。　　　→記述式まとめに掲載

自営業（個人事業主）

選択肢全てに加えと学び、環境、平和なくらし

車

　5「その他」の内容 主婦

選択肢

はい

いいえ

わからない

計

問１　今の雇用形態を次の中からお選びください。  （単数回答　32件）

選択肢

正社員

その他

契約社員・派遣社員

趣味

遊び

計

パート・アルバイト

会社経営

恋人

問５　結婚後、仕事を続けますか？あるいは続けていますか？理由も教えてください。（単数回答　32件）　→理由は記述式まとめに掲載
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はい

いいえ

わからない



(件数） （％）

1 19 59.4%

2 7 21.9%

3 6 18.8%

32 100%

はい

わからない

計

いいえ

問６　子供が生まれてからも、仕事を続けますか？あるいは続けていますか？理由も教えてください。 （単数回答　32件）→理由は記述
式まとめに掲載

選択肢

19

7

6

0 5 10 15 20

はい

いいえ

わからない



【記述式まとめ】

問２　今の自分の雇用形態について、満足な点・不満足な点を教
えてください。

問３　あなたが人生において一番大切にしているものはなんです
か。

問３で選択された理由を教えてください。
問４　あなたにとって、仕事のやりがいがどこにあるか教えてくださ
い。

子どもが産まれたら、保育園に入れずに自分で育てたいと思って
いたので、現在は専業主婦で満足です。
来年度からは非常勤職員になりますが、子育てに支障のない範
囲で働こうと思っており、おそらく不満はないと思います。

その他  その他:子どもが産まれるまでは仕事、産まれてからは家
族です。

自然にそうなりました。 収入面

求人情報に書いていた内容と相違がある(給料等)
電話応対がないのは満足している

趣味
仕事でストレスが溜まっているため趣味でストレス発散
できるため

家族の為に働いてる時

給料が少なくて、もう少し多めにほしいです。 恋人
一緒にいて、楽しいので、これからも大切にしたいと考えているか
ら。

患者さんとのコミュニケーションを通して、患者さんが言いたいこと
をしっかりと聞き、最後までやりきることにやりがいを感じます。

とくになし 趣味
趣味を通じて仕事のアイデアが浮かんだり、また、家族とのコミュ
ニケーションが取れるため。

新しいことに挑戦し、達成したときにやりがいを感じる。

なし 家族 家族が大好きだから なし

満足な点…子供の要件を第一に、日程を組むことが出来る。他の
所用に時間を有効に活用できる。
不満足な点…業務の容量や内容が多岐に亘るため、負荷のばら
つきがある。収入が不安定である。

家族

現在までの仕事や趣味に於ける実績や評価等、諸々のプラス点
は家族の支援と協力があってこそのものだから。家族相互に支え
あっていると感じられる事柄が数多くあり、他人とは比べられない
大切な存在だと実感できるから。

自分が適性や能力を存分に発揮でき、且つ先方から必要とされて
いるかどうか。

満足な点：職場の環境がよい（人間関係、残業がない）
不満足な点：雇用が不安定、お給料が安い 家族 子供が大事だから 自立した生活をおくるため

終身雇用制で、業務以外のストレスは低く業務に専念できます。中小企
業だが、年間４ヶ月分の賞与の支給もありますし、業績次第では決算賞
与も支給されますので、やりがいのある職場です。また、スキルアップの
通信講座の助成制度もあります。ただ、休暇制度は、整備されている
が、取ることに後ろめたさを感じるのは否めません。また、スキルアップ
の通信講座は、商工会議所のものであり、希望と一致しないものが多
く、あまり上手く利用できていません。

その他  その他:経験

仕事・家族・友人・恋人、人生では、いずれも一過性のものだと思
うのです。もちろん、僕が望む人生経験には、仕事や結婚、子育
ても含まれていますから、答えとしてはズルイのかもしれません。
でも、なぜ苦労して結婚や子育てをするのか、といえば、自分がそ
ういう経験を望んでいるからに他なりません。

ひとつ目は、収入を得て自分や家族の生活を安定させることでき
る点です。ふたつ目は、仕事を通じて新しい技術を学んだり経験
を積み重ねられる点です。近年、IT関連技術の進歩は目覚しいで
すが、仕事だからこそ、日々、集中して取り組めるのだと思いま
す。３つめは、納税という形で社会貢献できる点です。自分が働く
ことで、より暮らしやすい社会になると思えば、未来に失望せずに
いられます。

仕事復帰がしたい。子供を連れて仕事へ行けるような、職場環境
であったり(託児付きのような…)が、増えると嬉しい。

遊び

仕事(現在は、子育て)や家事をする上でのモチベーションに繋が
るから。
楽しみがあってこそ、何でも頑張れる。

段取り通り事が進み、感謝されること。

なし 家族 かけがえのない存在の為。 周囲からの期待、評価と自身の達成感。

特になし 家族 家族が仲良く暮らせるのが一番幸せだと思うから お客様が喜んでくれること

満足な点　　　拘束時間が短い
不満足な点　休みが自由にとれない。

家族 かけがいのないものだから。 お金

高いキャリアを積んでも、若手育成のもと早期に一線を引かされ
る。

趣味 利害関係のない人と知り合え、心のゆとりもできる。 日本でも高いレベルの技術者であったこと。

特になし 家族 家族が一番大事だから。 特になし。

休暇を取得しやすい職場環境であり、子育てと両立しやすい。
雇用契約が1年ごとの更新で不安定である。

家族 自分が守るべき家族ありきだから。 自分自身

満足している点は学業と両立するために融通が利くようアルバイ
トにした。不満足な点はありません。

恋人 家族のよりも相談相手であるため。 お客様と仲良くなり、笑顔で仕事を遂行できること。



【記述式まとめ】

問２　今の自分の雇用形態について、満足な点・不満足な点を教
えてください。

問３　あなたが人生において一番大切にしているものはなんです
か。

問３で選択された理由を教えてください。
問４　あなたにとって、仕事のやりがいがどこにあるか教えてくださ
い。

給料がいいですが夜間作業がある時は、24時間仕事しっぱなしで
す。定年後などの待遇はいいほうではありません。

家族 かけがいのないものだから。 道路をあたらしくしている時。

正社員で勤めていた会社を今年退職し、家族で過ごす時間がで
き、家事に専念することができた。ゆとりができ、充実した毎日を
送っている。ただ、人とのつながりは以前より少なくなり家にこもり
がちだ。

家族
人生最後の時は、家族に送っていただきたい。一番一緒に過ごす
時間が長いのは、家族なので大切に思っている。

達成感だと思う。仕事の目標に対してや、給料も頑張った分評価
してもらえていると励みになる。

子供の事で休みやすい。 家族 大切だから。 なし。

健康上の理由で現在は働いていないが、ボランティアなど細々し
ている。無理のない範囲なので、満足している。

その他：選択肢全部と学び、環境、平和なくらし 全て大切である。バランスのとれた暮しをしている人が少ない。
自分自身の向上。人とのつながり。自分の出来ることを周囲に還
元。

時間的ゆとりがあるが、給料が安い。 家族 生まれてから死ぬまでつながりがあり、何かあれば支えてくれる。 金銭的なことと、外との繋がりができる。

特になし 家族
これからもずっと一緒にいるので。近くいるぶん一番大切な存在
なので。

ストレス発散。色々な人と話すのは楽しい。

良い：まとまったボーナスがある。評価されることでやる気がアップ
する。悪い：残業が多い。仕事量が多い。

家族
気持ちは家族とつながっているが、現状は仕事を優先しがちであ
る。しかし、家族が健康でないと働けない。仕事をする目的は、お
金が必要だから。

お客様からの感謝。がんばると評価が上がる。オンとオフの切り
替えで、オフが一層楽しめる。

税金が高い。休みが少ない。給料が安い。 その他  その他:車 好きだから。 ない。

障害者手帳を持っているが、働けるところがない。主人の給料だ
けでは辛い。働いて充実したい。将来の不安。

家族
難病にかかったことがあるので、家事など全て主人がしてくれる。
専業主婦なのに自分のことしか出来ないため。

現在無職。働きたい。

やりがい、労働時間、条件、福利厚生等不満な点はない。 家族
地震等が多い中、家族と当たり前に過ごしている毎日。家族と一
緒に元気に過ごせること。

医療関係の仕事で、患者さんからの感謝の言葉。

パートなので、労働時間の融通がききやすい。社会保障がない。
育休が取りにくい。

家族 仕事も遊びも家族が円満でないと頑張れない、楽しめないと思う。
お客さんの笑顔。給料。外に出る理由がある。どうしたら喜んでも
らえるか悩む時間。

アルバイトだがボーナスをもらえ、助かっている。アルバイトなの
に、他の職員が何もせず、仕事が回ってくることがある。

家族
一人娘や両親は何より大事だ。お金があっても大切な家族がいな
い人生は考えられない。

今の仕事は好きだ。失敗を繰り返し、きちんとした仕事ができるよ
うになった時、とても嬉しい。お客様に満足してもらえた時、特にそ
う思う。

時間きっちり給料が払われ、サービス残業がない。給料に合った
仕事内容だから。年金や健康保険料を全て自己負担している。

家族
日頃は何も思っていないが、何かあった時は一番頼りにしている
し、かけがえないものと思っている。

目標達成。完成させる過程。仲間、同僚と同じ方向に向かって行
動できた時。意識が高まり、やる気に満ちている時。

特になし 家族 報酬

働きたいが、子どもの長期休暇に働く自信がない。 家族 子育て中で家族が一番密接にいるから。 人様のお役に立てているか。賃金。

満足点はない。サービス残業が多すぎる。ブラック企業だ。 家族
家族のために仕事を頑張っており、家族がいないと仕事を頑張る
気力がなくなる。

自分の意見が通り、それが現場に活かされた時。



【記述式まとめ】

問５　結婚後、仕事を続けますか？あるいは続けていますか。 問５で選択された理由を教えてください。
問６　子どもが生まれてからも、仕事を続けますか？あるいは続
けていますか。

問６で選択された理由を教えてください。

はい
一生働くつもりで取得した国家資格があり、それを利用すれば比
較的就職先に困らないので、働きたいタイミングで働いています。

はい
問５に同じ。
ただし育児優先で、働ける範囲で働きます。

わからない その時になってみないとわからないです わからない その時になってみないとわからないです

わからない 昔からやりたい職業に就きたいと今でも考えている。 はい お金のため、お仕事を続けます！

はい 生活ができないため。 はい 生活ができないため。

いいえ 家族を大切にしたいから いいえ

家族を大切にしたいから。
仕事しながらでも子育ては出来ると言いますが、
そういう人を見てると、専業主婦の私たちによく迷惑かけていま
す。
本人が気付かないだけで。だから、兼業主婦に立派な子育ては出
来ないと思います。

はい
外で体験する事柄が、家庭生活や子育ての参考になったり自己
の研鑽にも繋がるため。

はい
外で体験する事柄が、家庭生活や子育ての参考になったり自己
の研鑽にも繋がるため（問５に同じ）。

はい 自立した生活を送りたいから いいえ 家族が近くにおらず、保育園に入れなかったので

はい

専業主夫なんて言葉もありますが、特に主夫の必要性は感じませ
ん。人の寿命は延びる一方で、老後の保障はどうにもあやしいな
んて話を聞くと、可能な限り仕事を続けて蓄えるより他に選択肢は
ないのかなって思います。そういう事情もあって、仕事を続けてい
ます。

はい

子どもが生まれてから、益々お金が必要になっています。本人
が、中学受験を望めば、親としては可能な限り支援したいところで
すし、今後、大学の授業料も今の3倍になると聞けば、将来に向け
て教育資金も貯めておかねばなりません。子供の学資ローンの負
担を減らしてやるためにも、可能な限り仕事を続けるしかありませ
ん。

いいえ
結婚して姫路市へ来たので、仕事を続けること事が困難な為、退
職した。

いいえ
退職して、就職活動中に妊娠が分かった為、そのまま無職の状
態。

いいえ 子育て、扶養家族になった為。 いいえ 子供が成長した時に検討。

はい 時間があれば働きたい いいえ 子供が中学生までは家にいたいと思うから

はい 生活のため。 はい 生活のため。

はい それが当たり前だから。 はい それが当たり前だから。

はい ― はい ―

はい 出産を機に正規職を退職したため わからない 出産を機に正規職を退職したため

はい
家からお互いの勤務地までの通勤に無理が無ければ、貯金する
ために続けたいと思う。

はい
現在のアルバイト先ではないが、就職予定の勤務先では出産育
児に関して手厚いフォローが受けられるため。



【記述式まとめ】

問５　結婚後、仕事を続けますか？あるいは続けていますか。 問５で選択された理由を教えてください。
問６　子どもが生まれてからも、仕事を続けますか？あるいは続
けていますか。

問６で選択された理由を教えてください。

はい 家族をたべさしていくため。 はい お金をかせいで、食べさせていかなければならない。

いいえ
正社員の店長のためシフトの急な変更や2日以上の休みが取れ
ず、結婚生活に支障が出る前に退職した。主人の収入だけで生
活できたのも1つの理由だ。

わからない
子供ができても小学校に入るまでは仕事をしないと思う。ただし、
お金を貯金したい時や金銭的に余裕がなければ働くかもしれな
い。

いいえ 結婚後仕事をやめ、子供が大きくなったので、仕事を始めた。 はい お金がかかるから。

わからない 家事も立派な仕事である。 わからない 女性限定の質問だろうか。家事も立派な仕事である。

わからない 経済的な余裕があるなら、家庭に専念したい。 わからない 経済的な余裕があるなら、家庭に専念したい。

はい
ずっと家にいると退屈なので。家事、育児に支障がない程度に働
いている。

はい 子育てばかりだと息が詰まるので、支障がない程度で。

はい
養育にお金が必要だから。家事だけは性に合わない。やりがいの
ある仕事なので。

はい。
養育にお金が必要だから。家事だけは性に合わない。やりがいの
ある仕事なので。

はい 生活するため。 はい 生活するため。

わからない 結婚後働いていたが、身体を悪くしたため働けない。 いいえ 子供は結婚し、孫も3人いる。

はい。
社会と繋がっていたく、人と交流をもち、世間の情報が入りやすい
ため。

はい。
色々な人と話すことでリフレッシュできる。子供について情報交換
できる。

はい
収入がなくなるのが怖かった。夫に100％依存したくなかった。前
の会社の紹介のチャンスを逃したくなかった。

わからない

産休後、復帰予定だが、育児が始まると現実は難しいと実感して
いる。仕事が息抜きになると思っていたが、むしろそれがストレス
だ。他人に任せること、赤ちゃんのそばを長時間離れること、育児
生活のなかで、仕事の準備をする時間がとれない、心のゆとりが
ない。

はい 経済的に働かないと困るが、仕事は楽しいので。 はい
結婚しているときは、ずっと家にいるのは苦痛で社会に出た。今
は、収入が必要なので働いているが、やりがいを持ち楽しく働いて
いる。

はい 生活に支障がでなければ、続けていると思う。 はい
産休、育休があり、復帰の場があり、子どもを預ける所があれば、
続けていると思う。

はい 生活のため。 はい 既に孫が３人いる。

いいえ いいえ 助けてくれる人が身近にいない。

はい 離婚して自分が稼がなければならない。 はい 離婚して自分が稼がなければならない。



市政モニター・アンケート「仕事に関する市民意識調査」について 

 

調査結果のまとめ（広報課） 

 

年１回発行している写真中心の広報紙「グラフィックひめじ」。今年のテーマは「姫路で

働く」で、姫路で生き生きと働く人を紹介し、姫路で働くメリットなどを市民に再認識して

もらうことが目的です。 

このグラフィックひめじで働く人の「生の声」を紹介するため、アンケートを実施しまし

た。 

 

一言で働くと言っても、人によって考え方はさまざま。いろんな人の意見を聞くためにも、

モニター・アンケートは有効な方法でした。 

これから働く学生、今働いている人など、多くの人が共感できる意見が数多く集まり、魅

力的な紙面作りに役立ちました。また、仕事について前向きな意見もあり、それを市民に紹

介できたことも良かったと感じています。 

 


