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はじめに 

 急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、次世

代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが

健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的として、平

成 15 年に次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）が 10 年間

の時限立法として制定されました。 

 次世代法の制定後、国、地方公共団体及び事業主においては、10 年間の集中

的・計画的な取組を推進するための行動計画を策定し、次世代育成支援対策の

推進を図ってきました。 

当市においても、事業主としての立場から、計画の期間をそれぞれ 5 年間と

する「吉川市職員子育て支援プラン」「第 2 期吉川市職員子育て支援プラン」を

策定し、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、計 10 年間にわ

たりプランの内容を実施してきました。 

しかしながら、社会全体では、依然として、少子化の流れが変わり、子ども

が健やかに生まれ育成される社会が実現したとまでは言えず、取組を充実して

いく必要があることから、平成 26 年に改正次世代法が成立し、法の有効期限

が 10 年間延長されたところです。 

 この改正次世代法に基づき、当市では、全職員を対象に実施した「子育て支

援に関するアンケート」の結果を踏まえて「第 3 期吉川市職員子育て支援プラ

ン」を策定し、前プランに引き続いて、職員が子育てしやすい職場環境の整備

に向けて取り組むこととしました。 

 プランの実施に当たっては、子育て中の職員、周囲の職員、所属長、政策室

など、様々な立場の職員が相互に理解・協力しながら取り組むことで、このプ

ランの目標を達成できるものと考えています。 
  

平成２７年３月              

吉川市長               

吉川市議会議長            

吉川市教育委員会           

吉川市選挙管理委員会         

吉川市代表監査委員          

吉川市公平委員会           

吉川市農業委員会           

吉川市固定資産評価審査委員会委員長  
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１ 策定の趣旨 

 次世代法第 19 条第 1 項の規定に基づき、職員が仕事と子育ての両立を図る

ことができるよう、この計画（特定事業主行動計画）を策定します。 

 

２ 計画期間 

 この計画の期間は、平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までとし

ます。 

 

３ 策定主体 

 この計画の策定主体は、市長、市議会議長、教育委員会、選挙管理委員会、

代表監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価委審査委員会委員長

とします。 

特定事業主行動計画は、地方公共団体の任命権者が策定することとされてい

ますが、服務管理が包括的に行われていることから、連名で策定しています。 

 

４ 推進体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の取組状況の確認及び公表 

 各年度に１回、計画の取組状況について確認するとともに、目標の達成状況

を把握して、その結果を市公式ホームページにより公表するものとします。 

なお、各年度の取組内容やその結果を踏まえて、必要に応じてこのプランの

内容を見直していくこととします。 

政 策 室 

子育て中の職員 

所属長 

周囲の職員 
制度の周知 

制度利用の働きかけ 

適正な人員配置 

相互理解 

業務分担の見直し 

制度の周知 

良好な職場づくり 

制度利用の 

働きかけ 

休業中の情報提供 

復帰後のフォロー 

報告・連絡・相談 

業務量、業務内容 

の情報提供 

子育て支援に関する 

制度利用状況等の 

情報提供 

必要な手続 

自己申告 
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６ 具体的な取組内容と目標 

 

（１）固定的な性別役割分担の是正、男性の子育て意識の高揚 

 

現状  

アンケートでは、子育てに対する性別による意識の差異について、「男は仕事、

女は子育ての意識を変える」「男性が進んで子育てを行う」など、ジェンダーや

男性の子育てに対する意識の低さを指摘する声がありました。 

当市において、男性職員が育児休業を取得した例は、過去に 1 件しかありま

せん。もちろん、経済的な事情や家庭の事情もあり一概に言えることではあり

ませんが、「男は仕事、女は子育て」といった意識が根強くあるものと考えられ

ます。 

また、例えば、「残業が多い業務は男性」「現場が多いから女性は無理」とい

った業務分担は、性別によってなされる不適切な考え方によるものであるため、

こういった状況は解消しなければなりません。 

 仕事と子育ての両立の推進に当たっては、まず、固定的な性別役割分担を是

正する必要があり、その上で男性職員の子育て意識を高めていくことが重要で

す。 

以上のことから、次の取組を実施するものとします。 

 

取組内容  

①固定的な性別役割分担の是正 

 ・所属長は、職員の子育ての状況を踏まえた上で、性別による不適切な業務

分担は行わないようにするものとします。 

②子育て意識の啓発 

 ・政策室は、子育て経験のある男性職員の協力のもと、男性職員の子育て経

験をグループウェアに掲示するなどして、周知するものとします。 

・政策室は、パパクォータ制度やイクメンアワードなどの外部の取組につい

て、研究するものとします。 
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目標  

 

次の職員満足度を、目標値に到達させます。 

職員満足度調査※設問 現状値（H26） 目標値（H31） 

性別による不適切な業務分担は行われていない。 （新設） 4.00 

※職員満足度調査とは… 

 「職員満足度の向上が業務品質を高め、市民満足度を向上させる」との考えに基づき、

職員の満足度構造（モチベーションの源泉や勤労意欲の低下の要因）を把握するため、

全職員を対象として年に１回実施する調査。各設問について「そう思う（５点）」「ど

ちらかと言えばそう思う（４点）」「わからない（３点）」「どちらかと言えばそう思わ

ない（２点）」「そう思わない（１点）」で回答。数値は、加重平均で算出したもの。  
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（２）子育て支援に関する制度の周知と利用促進 

 

現状  

アンケートでは、12 種の子育て支援に関する制度の認知度を調査しましたが、

産前産後休暇と育児休業の認知度はそれぞれ 80％以上であったものの、その他

の制度の認知度はおよそ 20％～35％にとどまっており、制度の周知は不十分

と言わざるを得ない結果となりました。 

 制度の利用状況についても、利用したことがある職員の割合と同程度の割合

で利用したことがない職員がいるため、幅広く制度が利用されているとは言い

難い状況です。 

 また、男性職員の育児休業等の取得が少ない理由として、「周囲の理解が少な

い」「働きかけが弱い」「休業中や復帰後に対する不安」と考える職員も少なく

ありません。 

制度の認知度を高めることは、制度の利用促進に直結するとともに、職員が

子育て中の働き方を考えるに当たり、制度利用を踏まえたライフプランを設計

できるようになることにもつながります。 

また、全体的な認知度の上昇は、周囲の職員の理解が高まることも期待され

ます。 

以上のことから、次の取組を実施するものとします。 

 

取組内容  

①制度の周知 

・政策室は、制度改正の有無に関わらず、全職員に向けて制度の内容をわか

りやすく定期的に周知するものとします。 

・政策室は、職員が妊娠、出産等に伴う各種手続を行う際には、利用できる

制度の内容に加えて、育児休業手当金などの給付制度の説明や、休業中に

おける連絡手段などについても確認し、職員の不安を払拭するものとしま

す。 
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・所属長は、制度の内容や趣旨を理解し、所属職員に対して、様々な機会を

捉えて定期的に制度の周知を行うものとします。 

②制度利用の働きかけ 

 ・政策室は、対象となる職員に対してのみではなく、当該職員の所属長に対

しても、制度利用の働きかけを行うものとします。 

・所属長は、職員が気兼ねなく制度を利用できるように、周囲の職員に配慮

しながら、子育て中の職員に対して制度利用を働きかけるものとします。 

③子育て中の職員に対するアドバイス、フォロー 

・政策室は、グループウェアにより全庁に周知された内容、勤務条件に関わ

る例規改正、広報紙などのうち必要な情報について、育児休業等の職員に

提供するものとします。 

・政策室は、子育て中の職員の相談に対応する体制として、「（仮称）子育て

メンター制度」の創設を検討するものとします。 

・子育て中の職員は、自己申告などを通じて、政策室に子育てに関する状況

の情報提供に努めるものとします。 

 

目標  

 

次の職員満足度を、目標値に到達させます。 

職員満足度調査設問 現状値（H26） 目標値（H31） 

子育て支援に関する制度がきちんと周知されている。  （新設） 4.00 

育児休業や特別休暇等の制度を気兼ねなく利用できる。  3.49 4.00 

  

男性職員の子育て支援に関する制度の利用割合を、目標値に到達させます。 

子育て支援に関する制度 現状値（H26） 目標値（H31） 

出産補助休暇 71.4％ 100％ 

育児参加休暇 57.1% 100% 

育児休業・部分休業 0％ 25％ 

※子の出生等により、その年度において新規に制度利用の対象となった男性職員の制度利用状況により数値を算出。  
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（３）休暇を取得しやすい環境の整備とワークライフバランスの推進 

 

現状  

アンケートでは、短期的な出産補助休暇と育児参加休暇、長期的な育児休業

のいずれにおいても、男性職員の取得が少ない理由として「業務量の負担」を

挙げる職員の割合が高くなっています。 

自由記述においても、業務量の多さと人員数の不足を訴える声が多い状況で

すが、全体の職員数は限られているため、各部署への十分な人員数の配置を実

感することは難しい状況です。その中で「業務量の負担」を解消するには、一

部の職員ではなく全職員の工夫と取組による、業務の効率化や業務改善が必要

となってきます。 

 また、子育ては当然ながら日常的であるため、一時的に休暇休業を取得すれ

ば足りるものではありません。アンケートの自由記述においても、ワークライ

フバランス（仕事と生活の調和）の実現や時間外勤務の削減により、子どもと

関わる時間を長くすることが大切であるとの意見もありました。 

 さらに、時短勤務などの新しい制度の導入により、働き方の選択肢を増やす

ことを望む声もあるところです。 

 以上のことから、次の取組を実施するものとします。 

 

取組内容  

①適正な人員配置、代替職員の確保 

 ・政策室は、各部署の業務量の把握と適正な人員配置に努めるものとします。 

 ・政策室は、新規事業や業務内容の変更等に応じて、適宜組織体制を見直す

ものとします。 

 ・政策室及び所属長は、職員が安心して育児休業等を取得できるように、必

要に応じて臨時職員等の代替職員を配置するものとします。 
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②時間外勤務の縮減、業務分担の平準化 

 ・政策室は、引き続きノー残業デーと夜間チャイムを実施するものとします。 

 ・所属長は、業務分担の平準化を図り、一部の職員に偏った業務負担がある

場合には、これを解消するものとします。 

 ・所属長は、時間外勤務の事前命令を徹底するものとします。 

 ・職員は、常に業務の効率化、業務改善に努めるものとします。 

③年次有給休暇の取得促進 

 ・所属長は、職員が年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりに努め、取得

率を向上させるものとします。 

 ・政策室は、必要に応じて年度途中の年次有給休暇の取得状況について確認

を行い、取得が少ない場合には、所属長に指摘するものとします。 

④時差勤務制度の見直しと活用、新しい制度の整備等 

・政策室は、時差勤務制度をより有意義な制度とするため、制度内容の見直

しを検討するものとします。 

 ・所属長及び職員は、勤務時間外にあらかじめ会議等が入っている場合は、

時差勤務を積極的に活用するものとします。 

 ・政策室は、育児短時間勤務制度を整備するものとします。 

 ・政策室は、子育てに伴う早出遅出勤務制度の導入について、検討を行うも

のとします。 

 

目標  

 

次の職員満足度を、目標値に到達させます。 

職員満足度調査設問 現状値（H26） 目標値（H31） 

労働時間は適切で、私生活とのバランスも取れている。 3.41 4.00 

ノー残業デーが徹底されている。  2.93 4.00 

年間の休日、休暇の取得には満足している。  3.48 4.00 
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