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は じ め に 

 

我が国における急速な少子化の進行は、社会・経済全体に極めて深刻な影響

を与えると考えられることから、平成 15 年７月、次代の社会を担う子どもが

健やかに生まれ、育成される社会の形成に資することを目的とした「次世代育

成支援対策推進法」が制定されました。 

同法では、地方公共団体等を「特定事業主」と定め、一つの事業主としての

立場から、自らの職員の子どもたちの健やかな育成を図るための行動計画を策

定し、公表することを求めています。 

この計画は、次世代育成支援対策推進法に基づいて平成 17 年３月に策定し

た特定事業主行動計画「高岡市職員子育て支援プログラム（H17～H26）」を継

承した第２期目の計画であり、職員が仕事と子育てを両立できる勤務環境の実

現に向けて、引き続き、職場を挙げて職員の子育てを支援していくよう定めて

いるものです。 

この計画に基づく取り組みをきっかけに、職員一人ひとりが、互いに助け合

い、支え合うことの大切さを改めて認識し、共有することで、子育てをする職

員だけではなく、すべての職員にとって働きやすい職場が実現されるよう、計

画の推進にご協力いただきますようお願いします。 

 

  平成２７年３月 
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I 総論 

１ 目的 

この計画は、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第

７条第１項の規定に基づく行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を

踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員

のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進すること

を目的としています。 

 

２ 計画期間  

平成 26 年４月の法改正により次世代育成支援対策推進法の期限が 10

年間延長され、平成 36 年度までとなったことや、これまで５年ごとに計

画に基づく取り組みの評価と見直しを実施してきたことから、計画期間

については、延長された 10 年間の前半に当たる平成 27 年４月１日から

平成 32 年３月 31 日までの５年間とします。 

 

３ 基本方針 

これまでの取り組みから見えてきた課題や平成26年度に実施した職員

アンケートの結果、時代の要請などを踏まえ、次の３点をこの計画の基

本方針とします。 

① 子育て支援に関する制度の周知強化 

② 男性の子育て参加の促進 

③ 仕事と子育ての両立についての職場全体の意識向上 

 

４ 推進体制 

この計画を実効性のあるものとするため、各執行機関の人事担当職員

を構成員とした「高岡市特定事業主行動計画策定・推進委員会」が主体

となって、計画に基づく取り組みの実施状況等を把握するとともに、必

要に応じて計画内容の見直しについて検討等を行い、計画の着実な推進

を図ります。 
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Ⅱ 具体的な内容  ※下線は、新規または拡充する取り組み 

 

子育てを行う職員をはじめ、上司や同僚など、すべての職員が子育て支援に関す

る制度を理解し、その必要性を認識することが、仕事と子育ての両立の実現に向け

た第１歩となることから、次の取り組みを進めます。 

 

（１）庁内ＬＡＮへの情報掲載【継続】 

子育て支援に関する制度内容や手続きの進め方のほか、職員の子育て参加に資

する情報を庁内ＬＡＮに掲載し、職員が必要な情報を手軽に入手できるようにし

ます。 

 

（２）冊子等の配布【新規】 

出先機関に勤務する職員など、庁内ＬＡＮの利用が困難な者に対しては、冊子

等の配布により制度等の周知を図ります。 

 

（３）職員研修等を通じた制度周知等【継続】 

職員研修などを通じ、子育てに関する制度の周知を図るとともに、その利用を

呼びかけます。 

 

（４）非常勤職員に対する情報提供・制度周知【継続】 

非常勤職員であっても、一定の要件を満たせば育児休業が取得可能であること

を周知し、取得を希望する職員に対し適切に対応します。 

１ 子育て支援に関する情報提供・制度周知 
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父親・母親がともに仕事と子育てを両立していくためには、特に父親の子育てに

対する理解と協力が不可欠であることから、父親・母親がともに子育てに参加でき

る機会を確保するため、次の取り組みを進めます。 

 

（１）男性職員に対する機会を捉えた休暇制度の利用呼びかけ【新規】 

初めて子どもが生まれる男性職員に対し、出産や子育てに伴い利用できる制度

の案内や利用の呼びかけを行います。 

特に、子どもの出生時に取得できる出産付添休暇や育児参加休暇について積極

的な取得を働きかけるとともに、所属長に協力を求めます。 

 

（２）男性職員の育児休業等の取得に関するモデルケースの提示【継続】 

育児休業等の取得に関し、３歳未満の子を養育する男性職員を想定したモデル

ケースを庁内ＬＡＮに掲載するなどして、男性職員であっても育児休業を取得で

きることを改めて認識してもらうとともに、男性の子育て参加について関心を持

ってもらえるようにします。 

２ 男性の子育て目的の休暇等の取得促進 
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妊娠中及び出産後の女性は、身体的・精神的に大きな負担を抱えているため、勤

務環境に関して特段の配慮が必要であることから、次の取り組みを進めます。 

 

（１）妊娠中の職員の業務分担の見直し【新規】 

妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、管理監督者が中心となって業務分担の見

直しや職場内の応援体制の確立を進め、引き続き円滑な業務執行が確保されるよ

う努めます。 

 

（２）妊娠中の職員に対する異動の配慮【新規】 

妊娠中の職員に対する異動は、本人の希望を尊重しながら、健康面や安全面、

出産後のキャリア形成などに配慮し、適切に行います。 

 

（３）育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援【継続】 

育児休業中の職員に対し、各職場において職場の状況や業務に関する情報提供

を適宜行うとともに、復帰後の業務分担等について十分に話し合うなど、円滑な

職場復帰に向けた支援が実施されるよう努めます。 

 

３ 妊娠中及び出産後における配慮 
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子育て支援に関する様々な制度は、育児休業等を取得しやすい職場環境があって

こそ、実効性が確保されるものであることから、次の取り組みを進めます。 

 

（１）子育てを行う女性の活躍推進に向けた取り組み【新規】 

育児休業等から復帰した女性職員に対する職員研修を適切に実施し、能力開発

を図るとともに、将来のキャリア形成に配慮した異動や昇任を行います。 

また、今後とも育児休業等を取得したことにより、人事上の不利な取り扱いを

受けることのないようにします。 

 

（２）管理監督者に対する研修の実施 【新規】 

各職場の管理監督者が中心となって、仕事と子育ての両立に向けた職場風土の

醸成や相互の応援体制づくりなどを進めていけるよう、管理監督者を対象とした

職員研修において、組織マネジメントの一環として、ワーク・ライフバランスに

ついての意識・理解の向上を図ります。 

 

（３）育児休業に伴う代替要員の確保【拡充】 

育児休業等の取得に伴い代替要員を確保することは、単に業務執行体制を維持

するだけでなく、職員が育児休業等を申し出る際に、業務への影響や職場の反応

に気兼ねすることのない職場の雰囲気づくりにも資することから、適切に対応し

ます。 

また、引き続き看護師の 10 月採用を実施し、年度途中の退職に対する早期の

欠員補充を図るとともに、臨時的任用職員や非常勤職員の人材確保に努めます。 

加えて、任期付職員の活用についての検討を進めます。 

 

（４）育児休業等経験者の体験談などの情報提供【継続】 

出産や育児といったライフイベントに加え、長期間仕事から離れることへの不

安を和らげるため、育児休業等経験者の体験談などに関する情報提供を行います。 

４ 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 
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長時間労働は、職員が家族と過ごす機会を減らすこととなるうえ、疲労やストレ

スによる公務能率の低下を招くおそれがあり、仕事と子育ての両立にとって大きな

弊害となることから、超過勤務の縮減に関し、次の取り組みを進めます。 

 

（１）定時退庁しやすい職場環境づくり【拡充】 

毎週水曜日をリフレッシュデーと位置づけ、庁内放送により定時退庁を呼びか

けます。 

また、各職場の管理監督者が中心となって、計画的な業務執行について職員に

的確な指示や情報提供を行いながら、メリハリのある働き方の意識付けや定時退

庁しやすい職場の雰囲気の醸成が図られるよう努めます。 

 

（２）事務の簡素合理化の推進【継続】 

管理監督者を対象とした職員研修において、組織マネジメントの一環として、

事務の簡素合理化について意識向上を図りながら、各職場において管理監督者が

中心となって事務の見直しを進め、効率的な業務執行体制が推進されるよう努め

ます。 

 

（３）超過勤務の縮減のための意識啓発等【継続】 

管理監督者対する超過勤務縮減の意識向上を図るため、超過勤務に関する自己

診断チェックリストを配布し、活用を呼びかけます。 

また、所属毎の超過勤務の状況や超過勤務の特に多い職員の状況を把握して所

属長などに報告し、超過勤務の縮減に関する認識の徹底を図るほか、超過勤務時

間が月 60 時間を超える職員を中心に、本人や所属長などに対する改善指導を行

うとともに、超勤代休制度の利用を強く呼びかけます。 

 

（４）子どものいる職員の深夜勤務等の制限【継続】 

子育てを行う職員からの深夜勤務の免除の申し出に対して適切に対処します。 

５ 超過勤務の縮減 
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年次休暇を利用して子育てや家庭生活、地域活動、自己啓発、レクリエーション

等を充実させることは、生活の質を向上させるだけでなく、仕事の生産性向上にも

つながることから、休暇の取得を促進するため、次の取り組みを進めます。 

 

（１）年次休暇の取得の促進【拡充】 

ア 職員が年次休暇を計画的に取得できるよう、年次休暇取得計画表や年次休暇目

標管理チェックシートの活用を呼びかけます。 

また、各職場で休暇目標を定め共有することで、計画的かつ着実な休暇取得や

休暇取得に対する職場の協力的な雰囲気づくりを図るとともに、事務の見直しの

きっかけづくりにつなげます。 

イ 夏季休暇取得期間にあわせて休暇取得強化期間を設け、所属長や職員に周知し、

計画的で着実な休暇取得を促します。 

ウ 職員が安心して年次休暇の取得ができるよう、管理監督者が中心となり職場内

における応援体制の確立を図ります。 

 

（２）連続休暇等の取得の促進【継続】 

ア 子どもの予防接種実施日や授業参観日などにおける年次休暇の取得促進を図

ります。 

イ 職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日に、年次休暇を利用し

たメモリアル休暇の取得促進を図ります。 

ウ 週休日や国民の祝日と組み合わせた年次休暇の取得の促進を図ります。 

エ 勤続 20 周年等の節目に、年次休暇を利用したリフレッシュ休暇の取得促進を

図ります。 

オ ゴールデンウィークやお盆期間には公式会議を開催しないよう努めます。 

 

（３）子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進【継続】 

子の急病などの突発的な事情が生じても、職員が確実に休暇を取得できるよう、

日頃から、管理監督者が中心となって職場の雰囲気の醸成や職場内における応援

体制づくりなどが推進されるよう努めます。 

６ 休暇の取得の促進 
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父親・母親がともに仕事と子育てを両立していくためには、父親と母親がともに

助け合いながら子育てや家事を行っていく必要があります。 

その妨げとなる固定的な性別役割分担意識等を是正するため、次の取り組みを進

めます。 

 

○ 研修を通じた意識啓発の実施【継続】 

職員研修や職員向けの講演会などを通じて、男女平等や人権についての啓発を

行い、固定的な性別役割分担意識等の是正を図ります。 

 

 

 

職員の職場環境に関するもの以外に、率先して次世代育成支援対策を推進してい

く立場となる特定事業主として、民間事業者等の模範となるよう、次の取り組みを

進めます。 

 

（１）子育てバリアフリーの推進【継続】 

新設する公共施設を中心に、子ども連れの利用者に配慮した授乳室、オムツ交

換台等の設置について検討します。 

 

（２）子ども・子育てに関する地域貢献活動の参加促進【継続】 

子どもの健全育成のための地域活動に、講師等として職員が参加しやすい環境

づくりに努めます。 

 

（３）子どもとふれあう機会の充実【継続】 

職員が子どもや家族と共に利用できる福利厚生制度の周知や充実などに努め

ます。 

８ その他の次世代育成支援対策に関する事項 

７ 固定的な性別役割分担意識等の是正のための取り組み 
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Ⅲ 数値目標 

 

  Ⅱの取り組みを通じて、次の数値目標の達成に努めます。 

 

 

 

○平成 25 年度実績 

男性 １０．０％ 

女性 ９８．３％  

○平成 31 年度目標値 

男性 ２０％以上 

女性 現状を上回る 

＜参考＞ 

国の「まち・ひと・しごと総合戦略」における

目標値：１３％（達成時期：平成 32 年） 

※育児休業及び育児参加休暇 

 

 

○平成 25 年度実績 

９３人 

（全体の約７％）  

○平成 31 年度目標値 

５０人未満 

（全体の約４％未満） 

※人事院の「超過勤務の縮減に関する指針」に定める上限目安時間 

 

 

○平成 25 年度実績 

６．３日 

（消化率３２％）  

○平成 31 年度目標値 

１０日以上 

（消化率５０％以上） 

 

３ 年次休暇の年間平均取得日数 

２ 年間超過勤務時間が 360 時間※を超える職員の人数 

１ 育児休業等※の取得率 
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Ⅳ まとめ 

  近年の晩婚化や晩産化、少子化、核家族化の進行やライフスタイルの多様化などに

より、子育て世代が必要とする支援は今後も変化していくことが予想されます。 

  そのような中にあっても、子育てをする職員が、自分の持てる能力を十分に発揮し、

責任や喜び、希望を感じながら「仕事」と「子育て」をバランスよく両立していくた

めには、制度を充実させていくだけでなく、周りで支える職員の理解と協力がなくて

はなりません。 

職員の一人ひとりが、この計画の内容を自分自身に関わることと捉えながら、意識

的に取り組み、職場を挙げて次代の社会を担う子どもたちの健やかな育成を支援しま

しょう。 


