
～仕事と子育てを両立できる職場づくりのために～ 

特定事業主行動計画（第２次後期計画） 

令和２年３月 

計画策定者 

南伊豆町長              南伊豆町議会議長 

南伊豆町農業委員会        南伊豆町選挙管理委員会 

南伊豆町教育委員会 



1

目  次 

第１章 総論 

 １ はじめに           Ｐ２ 

 ２ 目的             Ｐ３ 

 ３ 計画の位置づけ        Ｐ３ 

 ４ 計画の策定          Ｐ３ 

 ５ 計画期間           Ｐ３ 

 ６ 計画の推進体制        Ｐ３ 

 ７ 所属長の役割         Ｐ４ 

第２章 具体的な取組内容 

１ 子育てがしやすい勤務環境の整備           Ｐ４ 

 ２ 働き方の見直しに向けた取組             Ｐ７ 

 ３ 地域住民に対する子ども子育て支援について      Ｐ８ 

資料 

 出産・育児に伴う休暇制度等一覧表            Ｐ９ 



2

第１章 総 論 

１ はじめに 

   急速な少子化の進行に伴い、次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進するため、

平成 15 年７月に 10 年間の時限立法として、次世代育成支援対策推進法（平成 15

年法律第 120 号。以下「法」という。）が制定されました。この法は、仕事と子

育ての両立に向けた取組等を実施し、次世代の社会を担う子どもたちを産み、健

やかに育てることができる環境整備の推進を目的とし、地方公共団体及び事業主

を「特定事業主」と位置付け、それぞれの立場から「特定事業主行動計画」を策

定し雇用環境の改善や職場意識の改革を図るよう義務付けたものです。 

   当町においても事業主として平成 17 年度から平成 26 年度までの 10 年間を計

画期間とした「南伊豆町特定事業主行動計画」を策定し、平成 21 年度には計画

の見直しを行い、職員が仕事と子育てとを両立することができるよう職場全体で

支援していくための各種施策に取り組んできました。 

   こうした国、地方自治体、企業の各々で行った計画の実施により、仕事と子育

てを両立できる雇用環境の整備等が進むなどの効果がみられてきたものの、法の

有効期限の到来を目前に、依然として少子化の流れや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ないため、平成 26 年 4 月に次世代育成支

援対策推進法が改正され、法律の有効期限が 10 年間延長されました。 

このことにより、本町においても職員ニーズの把握のためのアンケート調査を

踏まえた前期計画を策定し、平成 28 年度から平成 31 年度にかけて取り組んでき

たところです。 

そして今般、より一層の次世代育成支援を推進するため、今までの取組みで不

十分であった項目を見直し、後期計画を策定しました。男女とも安心して子育て

をしながら能力を最大限発揮できる職場環境を整え、併せて人財（材）を確保す

ることは、高度化、多様化する行政ニーズに迅速に対応し、持続可能な自治体経

営を標榜する当町の行政を推進していく上においても、重要な課題のひとつとな

っています。 

この目標達成のためには、職員一人ひとりが子育てにやさしい環境整備の必要

性を理解し、自分自身にかかわることとして捉える意識と、そのための具体的な

行動が必要です。支え合い、助け合いながら、本行動計画の実現に向けて行動す

るものとします。 
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２ 目的 

   この計画は、本町が事業主の立場から、職員の子どもたちが健やかに産まれ育

成されるため、また、子育てをする職員が子育てに伴う喜びを実感しつつ、仕事

と子育ての両立を図ることができるよう様々な取り組みを実施します。 

   この新たな計画を策定するにあたり、前計画を継承し、近年の少子高齢化や経

済状況の変化に伴い、多様化する行政ニーズに対応すべく多様な任用の活用を行

い、今まで以上に職員のニーズを踏まえた職場環境の整備に努めるとともに、子

育ては男女が協力して行うべきものとした支援対策に取り組むことを目的としま

す。 

３ 計画の位置づけ 

   この計画は、次世代育成支援対策推進法第 19 条に基づく、本町の特定事業主行

動計画として策定するものです。 

４ 計画の策定    

特定事業主 対象職員 

南伊豆町長 

（公営企業管理者権限を含む。） 
南伊豆町長が任命する職員 

南伊豆町議会議長 南伊豆町議会議長が任命する職員 

南伊豆町農業委員会 南伊豆町農業委員会が任命する職員 

南伊豆町選挙管理委員会 南伊豆町選挙管理委員会が任命する職員 

南伊豆町教育委員会 南伊豆町教育委員会が任命する職員 

５ 計画期間 

    特定事業主行動計画は令和７年度まで策定することとなっており、本計画はそ

のうち令和２年４月１日から令和７年３月 31 日までの５年間を計画期間として

います。 

本計画に掲げている数値目標は､令和７年度の達成目標とします。 

６ 計画の推進体制 

（１）この行動計画は、人事担当部門が中心となり、ＰＤＣＡサイクルにより推

進します。 
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（２）達成状況を客観的に判断出来るよう、可能な限り目標値（努力目標）を定

めます。 

（３）次世代育成支援対策を効果的に推進するため、南伊豆町職員安全衛生管理

規則に基づく衛生委員会での継続的な計画の見直しや進捗状況の確認を行い

ます。 

（４）作成した行動計画について、全職員が知りうるよう電子媒体を利用した周

知や啓発資料の作成・配布を行い、職員全体で推進するという意識づけをし

ます。また、自身の置かれた立場や役職等に応じた行動を意識づけるととも

に、ホームページ等へ掲載し公表します。 

 ７ 所属長の役割 

   所属長は、子育てや家庭の事情で業務上配慮を必要とする職員にとって、職場

の相談窓口となる極めて重要な役職です。 

   職場内では相談に適切に対応するため、各種制度を正しく理解し、日頃から相

談しやすい雰囲気づくりに努め、また職員とのコミュニケーションや細やかな目

配り行い、制度の積極的な利用の働きかけを心がけるものとします。 

第２章 具体的な取組内容 

１ 子育てがしやすい勤務環境の整備 

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、優秀な人財（材）の確保・定着などを図るうえで大切なことです。仕事と

子育ての両立を支援するため、マタニティハラスメント（マタハラ）、パタニティ

ハラスメント（パタハラ）の防止に努め、休業、休暇の取得しやすい環境づくり

や多様な勤務形態の実現に向けて、次のような取り組みを進めます。

（１）制度の周知・啓発 

①総務課は、母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている育児休業や

特別休暇等の制度について一覧表を配布し、また庁舎内ＬＡＮ掲示板等で全職

員に周知を図り、対象職員へ休暇取得を促します。 

②共済担当者は育児休業等の制度、共済組合による出産費用や育児休業手当の

給付等、経済的な支援措置や福利厚生制度について個別に説明し、気軽に相談

を受け付ける体制を整えます。 
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③所属長は、仕事と家庭の両立に必要な制度の利用を勧めることができるよう、

あらかじめ休暇等の制度を十分理解し、所属員に対し適切なアドバイスができ

るよう心がけます。 

 また、万が一、公務の正常な運営を妨げるとの理由から、本人の希望に添え

ず休暇を与えられない事態が発生した時は、一時預かり保育や地域の病児保育

の情報提供をするなど、当該職員が安心して業務に携われるようフォローしま

す。 

（２）妊娠中及び出産後における配慮 

①母性保護、育児休業、休暇などの諸制度の活用や人事上の配慮のためにも、

父親・母親になるとわかったら、できるだけ速やかに所属長及び総務課へ申し

出ることとします。 

②妊娠中又は子育て中の職員は、法律や条例で深夜勤務や超過勤務が制限され、

育児休業の取得が認められているため、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図るとともに、周囲の特

定の職員に負担がかからないよう配慮します。 

③職員全体で、母性保護及び母性健康管理に努め、妊娠中及び出産後を通じて

母子の健康を適切に確保します。 

☆目標☆ 

○出産・育児に係る各種特別休暇（産前・産後休暇、保健指導・健康診査受診 

休暇）について、取得率を 100％とします。 

（３）育児休業を取得しやすい環境の整備等 

①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、特定の職

員への負担が増大することや業務に支障が出ることのないように、任期付採用

制度及び会計年度任用職員制度を活用し代替職員の確保や業務分担の見直しを

検討します。 

②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こととしま

す。 

③総務課は、マタハラ・パタハラ等ハラスメントの防止に努め、職員に周知・  

啓発を行うとともに、ハラスメントに関する相談窓口を設け、事案が生じた場

合は迅速に対応します。 
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（４）男性職員の積極的な育児参加、育児休業制度取得の促進 

①総務課は、男性職員が育児の喜びや責任を認識し、より積極的に育児に参加

できるよう特別休暇や年次有給休暇、育児休業を合わせた１か月以上の連続休

暇の取得を推進します。 

 また、育児参加に対する意識改革のための研修や、休暇・休業を取りやすい

雰囲気の醸成、必要に応じて職場の中での応援体制ができる等取得しやすい職

場の雰囲気・環境づくりに努めます。 

②所属長は、当該職員の意向に基づき取得計画を作り、休暇中の業務分担を事

前に見直して職場の体制を整えます。 

【男性職員の各種特別休暇及び育児休業対象者・取得者の実績（令和元年度）】 

 配偶者出産時休暇 育児参加休暇 育児休業 

対象者（人） ３ ３ ７ 

取得者（人） ２ ０ ０ 

取得率（％） 66％ ０％ ０％ 

☆目標☆ 

〇男性職員の配偶者出産時に係る特別休暇 取得率 100％ 

・・・ 配偶者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 

 → ２日 

〇男性職員の育児参加に係る特別休暇 取得率 30％ 

・・・ 当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育

のため勤務しないことが相当であると認められるとき 

→ 出産予定日の６週前から出産日後８週間の間に５日 

〇男性職員の育児休業 取得率 20％ 

 ・・・ 子の養育のため休業することが認められるとき 

       →当該子が３歳に達するまでの間に１回 

（５）育児休業取得後の復帰対策 

①総務課と休業前の所属課とが連携し、休業中の職員との連絡体制を整え、定

期的に職場や休業中の職員の状況等、互いに情報を共有し、長期にわたって職

場を離れる職員の不安を軽減します。 
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②所属長は、育児休業終了間近には面談を行い、育児短時間勤務や育児時間の

取得など育児休業等の制度について改めて説明し、職員の状況や意向等を確認

しながら仕事と育児の両立が図れるよう復帰後を見据えた措置を講ずることと

します。  

（６）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多いため、異動

希望調書等に人事上の配慮の申し出があった場合は、可能な範囲で職員の状況

に応じた配置に努めます。 

２ 働き方の見直しに向けた取組 

健康経営に向けて、以下のような取り組みを行います。 

（１）超過勤務の縮減 

①安易な超過勤務をしないよう、超過勤務の本来のあり方の再確認と一人ひと

りの効率的な業務の遂行を心がけることとします。 

②ハード面において入退庁管理システムを利用し、超過勤務の多い職員に対し

ては所属長による面談や業務分担の見直しを行います。 

③職員本人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、積

極的に定時退庁を促し、毎週水曜日のノー残業デーを周知し実施を徹底します。 

④原則、超過勤務を１年につき 360 時間の上限を超えて勤務させないようにす

るとともに、勤務間インターバルに準拠し、職員は退庁してから翌日登庁まで

12 時間の休息を心がけることとします。 

☆目標☆ 

○平成 30 年度超過勤務手当支給実績で１月の超過勤務時間数が最大だった者の時間

数が 55 時間であったことを踏まえ、各月の時間外勤務時間数が 30 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。 

（２）休暇の取得促進 

①所属課ごとに４半期ごとの業務計画や休暇取得計画を策定し、同僚への早期

周知や担当業務の情報共有、応援体制を整える等、取得しやすい雰囲気の醸成

や環境整備を行います。 
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②ゴールデンウィーク期間や夏季休暇等における連続休暇の取得や、家族のイ

ベントや子どもの行事等、家族とふれあうために積極的に年次有給休暇を活用

します。 

③配偶者が妊娠中又は子育て期の職員については、健康診査や子の予防接種等

へ参加するため、看護休暇の取得を促進します。 

④在宅勤務やテレワーク等を導入し、特に子育て中の職員の多様な働き方の選

択肢を拡大し、仕事と子育ての両立を推進します。 

【職員１人当たりの各種休暇の取得実績（令和元年）】 

年次 

有給休暇 
夏季休暇 看護休暇 

平均付与日数 17.9 日 3.0 日 取得人数 ５人

平均取得日数 9.0 日 2.97 日 平均取得日数 2.6 日

取得率 50.3％ 99.2％ ― ― 

☆目標☆ 

○年次有給休暇の取得日数を、年 12 日（付与日数の 60％）以上とします。 

○夏季休暇の取得率を 100％とします。 

３ 地域住民に対する子ども子育て支援について 

南伊豆町子ども・子育て支援事業計画に基づいて地域住民と協同し、子供たち

の豊かな人間性を育むための取り組みを推進します。 

（１）子どもの体験活動等の支援 

職員の子育てに関する地域貢献活動への積極的な参加を推進するため、スポー

ツや地域活性化活動、文化活動など子どもの多様な体験活動の機会の充実や支援

を図ります。 

（２）子どもの安全を守る環境の整備 

①子どもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動への職員の積極的な参

加を支援するとともに、公務内外を問わず常に交通法規を守り安全運転に努め

るよう必要な措置を実施します。 

②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、地域住民の自主防

犯活動等への職員の積極的な参加を支援し、職員は期待される役割を果たすよ
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うに努めます。 

（３）子育てバリアフリーの促進 

職員は、子どもを連れた人が安心して来庁出来るよう、親切、丁寧な対応を心

がけます。 


