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第１章 総論 

１ 目 的 

    急速な少子化の進行は、消費の減少や労働力供給の減少などで経済成長率低

下の恐れがあり、加えて人口に占める高齢者の割合が高まるなか、現役世代の

社会保障の負担が増大し、これらは経済社会の様々な分野に深刻かつ重大な影

響を及ぼすものです。 

    これを踏まえ、平成 15 年 7月に「次世代育成支援対策推進法」が公布され、

事業主としての国や地方公共団体には、「特定事業主行動計画」の策定が義務

づけられました。この法律に基づき、一事業主である南伊豆町と職員が一体と

なり、職場生活と家庭生活の両立を図ることができるよう、職場を挙げて支援

する職場環境づくりを推進することを目的とします。 

 

２ 計画期間 

    次世代育成支援対策推進法は、平成 17 年度から平成 26 年度までの 10 年間

の時限立法です。今般、前期計画期間が満了したことにより、本計画は平成 22

年４月から平成 27年３月までの５年間の後期計画とします。 

本計画に掲げている数値目標は､平成 26年度の達成目標とします。 

 

３ 計画の推進体制 

  本計画は、南伊豆町次世代育成支援対策行動計画策定・実行委員会において、

毎年度進捗状況を把握するとともに、必要に応じて、課題の検討や計画の見直

しを行うこととします。こうした中で、前期計画の検証や施策の見直しにより、

新たな目標を設定し、全ての職員がワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）のとれた働き方の実現に向けて後期計画に取り組むこととします。 

本計画は､南伊豆町職員（常勤の正規職員、小・中学校の県費負担教職員、

南伊豆町が管理者となる一部事務組合を含む）を対象とします。   

また、南伊豆町職員特定事業主行動計画の後期計画を実施するにあたり、「だ

れが」、「なにを」するかを明記します。 

本計画内でいう所属長とは、課局室長、学校長、幼稚園長、及び保育所長を

さします。 
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第２章 具体的な取組内容 

 

１ 職員の勤務環境の整備 

 

（１） 子育てに関する制度の周知・意識啓発 

 

 妊娠中あるいは子育て中の職員は、法律や条例で深夜勤務が制限されたり、育児休

業の取得が認められています。また、出産や育児に関しての特別休暇や共済組合によ

る福利厚生制度もあり、十分に周知され適切に運用される必要があります。 

 さらに保護者としての職員が、仕事と家庭生活をバランスよく両立させ、子どもや

家族と十分なふれあいの時間を有することは、家族としての責務です。 

 そこで、子育てに関する各種制度を以下の方法で周知するとともに、職員の意識啓

発に努めます。 

 

○総務課は、母性保護及び母性管理の観点から設けられている特別休暇等の制

度について一覧表を作成し、職員に配付する。（本計画に添付） 

○総務課は、妊娠を申し出た職員に対し、育児休業等の制度、共済組合による

福利厚生制度の説明など、個別に気軽に相談を受け付ける体制を整える。 

○総務課は、新規採用職員研修時に本計画書を配付する。 

○所属長は、制度の内容を十分理解するとともに、所属員に対し適切なアドバ

イスができるようにする。 

○職員は、各種制度の内容を理解し、仕事と子育ての両立に努める。 

 

★ 参考：南伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第 15条(特別休暇) 

 

 

（２）妊娠中及び出産後における配慮 

 

 妊娠中の女性は、つわりや身体の変化などから貧血になりやすく、疲労しやすく、

早産・流産防止への配慮をすることが大切です。 

 このため、女性職員が働きながら安心して出産し、職務に円滑に復帰できるように

配慮します。 

 

○職員は、妊娠し母体や子どもの健康管理のための措置や人事上の配慮の必要

が生じたら、できるだけ早く所属長に報告する。 

○所属長は、妊娠中の職員の意向や健康状態を把握し、職場の応援体制や事務

分担の見直しを行う。 
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○所属長は、妊娠中及び産後１年未満の女性職員に対しては、超過勤務を原則

として命じないこととする。 

○各職場は、所属長を中心に、職員の出産休暇中における業務の進捗状況や職

場内の出来事について定期的に情報提供を行うなど、円滑な職場への復帰を

支援し、育児休業中でも気軽に職場を訪問できる雰囲気づくりに努める。 

○育児休業を取得している職員は、子育ての合間を利用して、所属長や同僚に

連絡をとったり、広報紙やホームページの閲覧により円滑な職場復帰ができ

るよう努める。 

   

★ 参考：労働基準法 第 64 条の 3、第 65条、第 66条 

 

 

（３）子どもの出生時における父親の積極的な行動 

 
 父親として、子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子どもを持つことに

対する喜びを実感するとともに、出産後の配偶者を手助けし、協力しあうことが必要

です。 
また、子どもの出生にあたっては、入院日、出産日、退院日などに父親として積極

的に参加できるよう、年次休暇や特別休暇を取得しやすい環境づくりを促進します。 
 

○男性職員は、配偶者の妊娠が判明した場合は、早めに所属長に報告するとと

もに、妊婦の定期検診、両親学級、子どもの検診、予防接種等子育てに積極

的に参加する。 

○父親となる（なった）職員は、子育ての第一歩を歩みだす親として大切な時

期であることから、子どもを持つ喜びを実感するとともに、出産前後の配偶

者を手助けするよう、特別休暇等を積極的に取得するよう努める。 

○所属長は、父親となる（なった）職員が、配偶者の出産に伴う特別休暇や年

次休暇を取得しやすいよう、協力体制を整える。 

○同僚は、父親となる（なった）職員が安心して特別休暇等を取得できるよう、

理解し後押しに努める。 

 

  これらの取組を通じて、父親となる職員の配偶者出産休暇（特別休暇 1日以上）

の目標取得率を 100％とします。   

   
  ★参考：南伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第 15条(特別休暇) 
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（４）育児休業等を取得しやすい環境について 

 
 仕事と子育ての両立に必要な勤務環境を整備することは、職員の勤労意欲の向上や、

優秀な人材の確保・定着などを図る上で大切なことです。また、少子化の原因のひと

つとして、仕事と子育ての両立への負担感が増大していることが挙げられており、こ

れを解消するため男性の育児への参加も働きかけていく必要があります。 
このため、職員の希望に応じて育児休業等を取得しやすい職場環境の整備や雰囲気

づくりなどに努めます。 
 

○総務課は、出生予定の申出があったら､育児休業制度について説明する。特

に男性職員に対しては､育児休業を取得できることを説明する。 
○所属長は、職員が育児休業を実際に取得することになった場合は､業務に支

障が出ないように､臨時的任用制度の利用による代替要員の確保や業務分担

の見直しを検討する。 
○所属長は、業務ごとに正副担当者を置き日頃から連携を密にし、サポート体

制を整える。 
○所属長は、各職員の役割分担を明確にするとともに、業務に係る指示を的確

に行い、職員の負担を軽減するよう努める。 
○職員は、定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。 
 
★参考：地方公務員の育児休業に関する法律 第 2条 

★参考：南伊豆町職員の育児休業に関する条例  

★参考：南伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第 15条(特別休暇) 

 

 

 
 このような取組を通じて、母親となった職員の育児休業の取得率が、引き続き100％
を保てる環境づくりに努めます。                 
 また、父親となった職員が、この制度を利用する割合 10％を目標とします。                      

   
【取得率算定の対象者】                       

・ 女性職員：その年度中に育児休業が取得できることとなった職員  
・ 男性職員：その年度中に新たに子が生まれた職員         
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（５）超過勤務の縮減 

 
 超過勤務は、本来、公務のための臨時又は緊急の必要がある場合に行われるもので

すが、職員の健康管理保持や家族とのふれあいの時間を確保するためにも、縮減にむ

けた取り組みを進めます。 
超過勤務の縮減は､子育て中の職員はもちろん､全ての職員に必要なことです。この

計画は子育て支援の観点から策定したものですが､以下により全ての職員の超過勤務

の縮減に役立てるものとします。 
 

○総務課は、職員の健康管理の観点から、超過勤務の多い職員に対して、所属

長等による個別の相談やヒアリングの指導を行うとともに、産業医の保健指

導の実施についても検討する。 
○所属長は、所属職員の業務の状況を常に把握しながら、職員個々の業務分担

に格差が生じないよう配慮するとともに、職員相互の協力体制をとり、超過

勤務を縮減するよう努める。 
○所属長は、特定の職員に超過勤務が集中しないように、課等及び係における

業務分担の見直しや係を越えた応援体制をとるなど、適切な措置に努める。 
○職員は、会議等が効率よく短時間で行えるよう資料の事前配付、電子メール

の活用により事務の合理化・簡素化を図る。 
○職員は、省エネ・省資源などの環境問題について理解を深め、毎週水曜日の

「ノー残業デー」の趣旨を理解し、その実施の徹底を図る。 
○総務課は、定時退庁促進日を定め、職場全体で意識の高揚を図る。 

 

★参考：南伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例 第 8条の 2 

 

  
 平成 21 年度超過勤務手当支給実績で年間延超過勤務時間数が最大だった者の時間

数が 165 時間であったことを踏まえ、各年度に年間延超過勤務時間数が 150 時間を

超える者がいない、勤務形態となることを目指します。 
グループウェア内のタイムカード機能の活用等により、勤務時間の実態を集計し超

過勤務時間数の把握も行い、職員の健康管理、施設管理等への参考とします。 
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（６）年次休暇・特別休暇の計画的取得の促進 

 
休暇の取得は、職員の元気回復のみならず、家族間のコミュニケーション、円滑な 

家庭生活並びに子どもの健やかな発育のためにも、職員の休暇に対する意識の改革を

図るとともに、休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりに取り組みます。 
 

○所属長は、職員が抵抗を感じることなく休暇を取得できるよう職場の雰囲気

を醸成するとともに、職員が子育てに関連した年次休暇や特別休暇を積極的

に取得させるように努める。 
○所属長は、夏季休暇及びゴールデンウィーク等を利用し「連続休暇」取得を

奨励するよう努める。 
○職員は、計画的な年次休暇の取得を図るため、業務の計画的処理に努めると

ともに、相互のサポートに努める。 
○職員は、夏季休暇取得計画を作成し、夏季休暇完全取得に努める。 
○職員は、子どもの予防接種や授業参観日など、育児または学校行事のために

年次休暇を取得して、積極的に子育てや行事に参加する。 
○職員は、家族の誕生日・結婚記念日などに年次休暇を取得して、家族で記念

日を祝うなどふれあいの時間をもつ。 
   

★参考：南伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する規則 第 15 条 

   
 以上の取組を通じて、職員 1 人あたりの年次休暇平均取得日数 12 日を目標としま

す。 
 また、夏季休暇の完全取得率 100％、夏季休暇 3 日連続取得割合 30％を目標とし

ます。 

 

 （７）人事異動等における配慮 

 子育て期間中の職員については、人事上の配慮を求める声も聞かれることから、自 
己申告やヒアリング等の実施を通じて、可能な範囲で子育ての状況に応じた職員配置 
に努めます。 

 
○ 職員は、人事異動希望調書の提出を求められた場合は、人事上の配慮の旨、

申し出る。 
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２ その他の次世代育成支援対策を推進するために 

 

（１） 子育てユニバーサルデザイン 

 
 子どもを連れた人が安心して町有施設を利用できるように、乳幼児とともに利用で 
きるトイレやベビーベッドなどの設置について検討するとともに、子ども連れの人を 
意識した親切な対応に努めます。 
 

○職員は、親切な対応を心がけ、子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、

ソフト面でのユニバーサルデザインを推進する。 
○各施設管理主管課は、改築等の機会には、乳幼児と一緒に安心して利用できる

トイレ、ベビーベッドや授乳室の設置など適切な対応を推進する。 
 
 
（２） 喫煙対策の徹底 

  

「健康増進法第 25 条」で多くの人が利用する施設の管理者は、受動喫煙の防止に

努めなければならないことが規定されています。庁舎内等に設置されている喫煙場所

からの受動喫煙の影響は、子どもの発育ばかりでなく、すべての人の健康への悪影響

が明らかとなっているため、庁舎等町有施設での禁煙対策に取り組みます。 

 

○総務課は、町有施設内における禁煙対策に取り組み、快適な職員の職場環境

保全に努める。 

○喫煙している職員は、自身のみならず、町民、及び同僚の健康維持のため、

禁煙治療の受診や禁煙補助剤などを試みる。 

 

 

（３） 子どもを交通事故から守る 

 

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、交通安全意識の高揚を図

ります。 

 

○総務課は、交通安全に対する意識の高揚と徹底を図るため、講演会等を実施

する。 

○職員は、公務内外を問わず常に交通法規を守り、安全運転に努める。 
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（４） 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

 

 職員は、地域社会の構成員であり、地域における子育て支援の取組に積極的に参加

することや、子育てしやすい環境づくりを推進するなど、期待される役割を果たすよ

うに努めます。 

 

○ 職員は、住んでいる地域の一員として自治会・町内会等が子どもを対象と

して行うレクリエーション活動、イベント、防犯活動、交通安全活動等に

積極的に参加する。 

 

 

 

３ 終わりに 

                                                               

目標を実現していくためには、職員一人ひとりの具体的な行動はもちろんのこと、

職場全体で積極的に取り組みをすすめていく必要があることから、各職場の所属長が

内容を十分理解の上、率先して計画を実践し、子育てしやすい職場環境づくりを行う

ことが重要です。このことから、各職場においては、所属長が中心となって、特定事

業主行動計画の実施及び進捗状況の管理を行うこととします。 

この計画は、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整

備し、子どもが心身ともに健やかに育ち、職員が誇りと喜びを感じることができる職

場環境の実現を求めています。子育てをしている、していないにかかわらず、仕事と

家庭の両立を支援するため、休業・休暇を取得しやすい環境づくり、家庭よりも仕事

優先の働き方の見直しや、多様な働き方の実現に向けて、職員一人ひとりが、この計

画の趣旨や目的を十分理解し、職場全体で取り組むことが重要です。 

さらに、本計画が地域社会全体の牽引役となり、少子化に歯止めをかけるための一

助となるよう期待します。 

 

 

                            平成 22 年 3月 
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        出産・育児に伴う休暇制度等   

休暇制度 対象者（取得要件） 取得期間等 備考 

保健指導又 妊娠中の女性職員  妊娠満 23 週までは 4 週間に 1 回、  母子手帳に記載 

は健康診査     妊娠満 24 週から満 35 週までは 2 週間に 1 回、      のとおり取得可能 

      妊娠満 36 週から出産までは 1 週間に 1 回、    

      （医師等の特別の指示があった場合は、    

      指示された回数、その必要な時間）    

       【時間単位】       

  出産後 1 年以内の女性職員 1 回      

      （医師等の特別の指示があった場合は、    

      指示された回数、その必要な時間）    

       【時間単位】       

通勤の緩和 妊娠中の女性職員  正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、   

  (交通機関等の混雑の程度が、 1 日につき 1 時間を超えない範囲内で、その都度   

  母体の健康保持に影響があると 必要と認める時間     

  認められる場合）  【時間単位】       

産前・産後 妊娠中・出産後の女性職員 出産予定日以前 6 週間（多胎妊娠の場合に         母子手帳(写) 

休暇     あっては、14 週間）以内に当たる日から出産の 添付 

      日後 8 週間を経過する日まで     

      (出産の日は産前休暇に含め、出産翌日以降   

      を産後休暇とする。)      

       【日単位】        

男性職員の 妻が出産する男性職員  妻の出産予定日の 6 週間（多胎妊娠の場合にあっ    母子手帳(写) 

育児参加 (出産する子又は小学校就学前の ては、14 週間）前の日から出産日後 8 週間経過後 添付 

  子を養育するため勤務しないこと までの期間内において 5 日      

  が相当と認められる場合)  【日単位】       

妻の出産 妻が出産する男性職員  妻の出産に伴い入院の付添い等のため勤務しな       

      いことが相当と認められるとき 2 日以内の範囲   

       【日単位】        

育児時間 女性職員・男性職員  1 日 2 回、1 回 30 分以内       

（授乳） (1 歳未満の子を養育する場合)          

子の看護 女性職員・男性職員  1 年（暦年）において 5 日   看護が必要な 

  (小学校就学前の子の看護のため 【日単位】    書面添付 

  勤務しないことが相当と認めら      (領収書等(写)) 

  れる場合)             

育児休業 女性職員・男性職員  子の 3 歳に達する日    承認請求書 

  (3 歳未満の子を養育する場合) 【日単位】     無給 
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部分休業 女性職員・男性職員   勤務時間の始め又は終わりに 2 時間以内   承認請求書 

  (小学校就学前の子を養育する場合) 【30 分単位】       減給 

 


