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第１章 総論 

 

１ 目 的 

   近年､少子化が急速に進展し､今後日本の社会情勢に極めて深刻な影響を

与える事が懸念されていることから､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､企業など様々な主体は、次代の社

会を担う子供が健やかに生まれ､かつ､育成されるための環境整備に幅広く

取り組むことが義務付けられました。 

 本町においては、大変厳しい財政状況下で、限られた人材の中での対応

は決して容易ではありませんが、一つの事業主としての立場から、本町で

働く職員の子どもたちが健やかに育つことができるよう職場を挙げて支援

していくために、この計画を作成することとしました。 

 

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

間の時限法であるが､本計画は､その前半の期間である平成17年４月１日

から平成 22年３月 31日までの５年間を計画期間とする。 

   また､本計画に掲げている数値目標は､平成 21年度の達成目標とする。 

 

３ 計画の推進体制 

  本計画は、各課局長で構成する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、毎年度進ちょく状況を把握するとともに、

おおむね３年後に見直しを行います。 

本計画は､南伊豆町職員（常勤の正規職員、小中学校教員、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 具体的な内容 

 

 １ 制度の周知 

① 関係機関から提供を受けた情報・資料を担当係は、グループウェア等

を使って全職員に周知を図る。職員は、職場において、妊娠している

人や子どもを育てている人がそのような制度を利用しやすいよう雰囲

気づくりを図ります。 

② 総務係が、母性保護、育児休業、特別休暇、年次有給休暇、時間外勤

務の制限などの知識を持ち、職員への利用を働きかけます。 

③ この計画を実りあるものにするには、職員個々の具体的な行動が必要

であり、行動には意識改革が伴わなければ何も変わらないことから、

次世代育成支援講習会等の開催により、管理職、職員に制度の理解を

図ると共に子育てについて改めて考える機会とします。 

 

２ 妊娠・出産後の対応 

① 男性職員、女性職員ともに、子どもが生まれることがわかった時には

速やかに（遅くとも出生予定日のおよそ５ヶ月前までに）、担当課長、

総務係に報告します。また、その際に育児休業等の取得予定も併せて

伝えます。母性保護、育児休業、休暇などの諸制度を活用するために

も、人事上の配慮のためにも必要です。 
② 妊娠中及び産後１年未満の女性職員は、本人の希望に応じ、超過勤務

を原則として命じないようにします。 

【労働基準法】 
第 64 条の３ 使用者は､妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性（以下「妊産

婦」という。）を､重量物を取り扱う業務､有害ガスを発散する場所における業務そ

の他妊産婦の妊娠､出産､哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 
第 65 条 使用者は､６週間（多胎妊娠の場合にあっては､14 週間）以内に出産する予

定の女性が休業を請求した場合においては､その者を就業させてはならない。 
第 66 条 使用者は､妊産婦が請求した場合においては、（中略）１週間について第 32

条第１項（４0 時間）の労働時間､１日について同条第２項の労働時間（８時間）

を超えて労働させてはならない。 
２ 使用者は､妊産婦か請求した場合においては（中略）時間外労働をさせてはなら

ず､又は休日に労働させてはならない。 
３ 使用者は､妊産婦が請求した場合においては､深夜業をさせてはならない。 
 

  



３ 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 

① 子どもの出生時に休暇を取得できるよう必要に応じて職場の中で応援

体制ができるよう所属課長は配慮する。 

② 所属課長は、職員に対し､配偶者の出産等の期間（出産予定日前後から

およそ８週間程度の期間）に、５日以上の休暇（特別休暇及び年次休

暇）を盛り込んだ休暇計画の作成を求め､休暇を取得するように働きか

けるものとする。 

③ 育児には家族のサポートだけではなく､職場のサポートも必要である。

職場の仲間が出生時の連続休暇を取得しやすい雰囲気を全員で作るよ

う努める。 

 

  ○ 以上のような取組により､子どもの出生時における父親の５日間以上

の休暇の取得率を平成 21年度までに 50％にすることを目標とする。 

 

【南伊豆町職員の勤務時間､休暇等に関する規則】 
第 15 条 条例第 14 条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期

間は、当該各号に掲げる期間とする。 
(９) 職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。）

が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤

務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における２日の

範囲内の期間 
 

 

４ 育児休業等を取得しやすい環境について 

  ① 子どもが生まれることとなった職員から出生予定日の申出があったら､

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。 
② 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､人事異動､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などして､職員が安心して育児休業を 
取得できるように努めます。 

③ ３歳未満の子を養育している職員は､育児休業の利用について働きかけ

ます。 
 



５ 育児休業取得後の復帰対策 
 
  ① 育児休業中は長期に渡って職場から離れているので､孤独に感じたり､ 

復帰後対応等不安になりがちとなる。管理職をはじめ職場の同僚の職 
員は､休業中の職員に最近の業務の状況等必要な情報を知らせるとと 
もに､休業中の職員が職場に電話したりメールしたりしやすい職場の 
雰囲気をつくるよう心掛けます。 

② 育児休業から復帰した職員は､業務に慣れるのに時間がかかる上､子ど

もの急な発熱などにも対応しなければならない。仕事と子育ての両立

のために最も大切な時期なので､業務分担などについてよく検討し､職

場全体でサポート出来るよう図ります。 
 

  ○ 育児休業の取得率 
 
     このような取組を通じて､育児休業等の取得率を平成 21 年度までに

男性職員  １０％・  女性職員  ９０％  にする。 
 
 
 
 
 
 

【地方公務員の育児休業等に関する法律】 
第２条 職員（中略）は､任命権者（略）の承認を受けて､当該職員の３歳に満たな

い子を養育するため､当該子が３歳に達する日まで､育児休業をすることができ

る。 
（略） 
【南伊豆町職員の育児休業等に関する条例】 
第８条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、１日を通じ

て２時間（南伊豆町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年南伊豆町条例

第６号）第 14 条の規定による特別休暇（生後１年に達しない乳児に母乳を与える

場合に限る。）を承認されている職員については、２時間から当該特別休暇の時間

を減じた時間）を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要と

される時間について、30 分を単位として行うものとする。 
 

      



第９条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第 12 条第

１項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給与条例第 16 条に規定

する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 
【南伊豆町職員の勤務時間､休暇等に関する規則】 
第 15 条 条例第 14 条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期

間は、当該各号に掲げる期間とする。 
(６) ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間）以内に出産する予定である女

性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間 
(７) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期

間（産後６週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がな

いと認めた業務に就く期間を除く。） 
(８) 生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認めら

れる授乳等を行う場合 １日２回それぞれ 30 分以内の期間 
(18) 妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子保健法（昭和 40 年法律第 141
号）に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 別表第３に定める受診回数（医

師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数）で、１回につき、必要

な時間 
(19) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ

る場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間 
(20) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると

認められる場合 必要な期間 
(22) 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する職員が、

その子の看護（負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。）のた

め勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において５日の範囲内の

期間 
 

別表第３ 

  

 保健指導又は健康診査受診回数表  

 受診 回数 備考  

 妊娠満23週まで ４週間に１回  

 妊娠満24週から満35週ま

で 

２週間に１回  

 妊娠満36週から出産まで １週間に１回 

保健指導又は健康診査とは、母子

保健法第10条及び第13条に規定

するものをいう。 

 

 産後１年まで １回     



 ６ 超過勤務の縮減 

① 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 
とである。この計画は子育て支援の観点から策定したものであるが､以 
下の内容を全ての職員の超過勤務の縮減に役立てるものとする。 

② 管理職自らが定時退庁の率先垂範を行う。超過勤務をせざるを得ない 

場合にも､他の職員が退庁しやすい雰囲気づくりを心掛ける。 

  ③ 実施状況を把握するとともに､定時退庁ができない職員が多い部署に

ついては､管理職のヒヤリングを実施する等その徹底に努める。 

  ④ 新たに行事等を実施する場合には､目的､効果､必要性等について十分

検討の上実施し､併せて､既存の行事等との関係を整理し､簡素合理化

できるものは簡素合理化し､代替的に廃止できるものは廃止するよう

努める。 
  ⑤ 一人一人が業務の効率的な遂行を心掛ける。 

⑥ 超過勤務が多い課局については､管理職のヒヤリングを実施したうえ

で注意喚起を行う。 

⑦ 超過勤務の多い職員に対しては､健康管理に特に気を配るように努め

る。 

 
【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 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後 10 時から翌日の午前５時までの間

をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育することが

できるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、

規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正

常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 
２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で

当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規

則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。）

が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該

請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場

合を除き、１月について 24 時間、１年について 150 時間を超えて、第８条第２項

に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除

く。）をさせてはならない。 
 

 



 ７ 年次休暇の計画的取得の促進 

  ① 計画的に休暇を取る事は､職員の健康管理及び業務の計画的な推進等

の観点より､子育て中の職員はもちろん､全ての職員にとって必要な課

題である。この計画は子育て支援の観点から策定したものであるが､以

下の内容を全ての職員の計画的な休暇取得の促進に役立てるものとす

る。 
② 上記計画を立てる際には､自分が休めるようにすることと周りの職員

が休めるようにすることを同時に配慮し、計画した休暇は積極的に取 
得するよう努める。 

  ③ 管理職は、各部署において､計画的な休暇の取得が可能となるよう必要 

な調整を行う。 

  ④ 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おける年次 

休暇の促進を図ります。 

  ⑤ 子どもの看護のための特別休暇制度（年５日間）や年次休暇を活用し 

て突発的な病気の際には､100％休暇を取得できる雰囲気の醸成を図り 

ます。 

  ⑥ 子育て中の職員は、日頃から周囲の職員､特に事務補助者とのコミュニ 
ケーションをはかり、業務に支障をきたさないよう準備しておく。 

 
【南伊豆町職員の勤務時間､休暇等に関する規則】 
第 15 条 条例第 14 条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期

間は、当該各号に掲げる期間とする。 
(22) 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する職員が、

その子の看護（負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。）のた

め勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において５日の範囲内の

期間 
 

 
 
 
 
 
 



 ８ 子ども･子育てに関する地域活動の貢献 
 
  ① 職員が子育て支援にかかる地域活動等に参加しやすい職場の雰囲気作 

りを心掛ける。 

  ② スポーツや文化活動など､子育て活動に役立つ知識や特技等を持って 
いる職員をはじめ､地域の子育て活動に意欲のある職員は､機会を捉え 
て積極的に地域の活動等に参加する。 
 

 ９ 終わりに 

    少子化の進行は、社会経済への影響に加え、子供同士の交流の機会が 
減り、子供自身の健やかな成長に影響を及ぼすといった，一市町村の問 
題ではなく、国を挙げての大きな問題であります。 

本町としても、ささやかでも少子化対策に貢献すべく行動計画を作成

しました。すべての職員が、性別や子どもの有無に関わらず少子化を身

近な問題として捉え、その理解と協力の下、職場全体で仕事と子育てを

両立させやすい職場環境が構築されることを期待するものです。 

 


