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仕事と家庭の両立支援と女性の活躍推進プラン 

 

 

現在、少子高齢化の急速な進行により、家庭や地域を取り巻く環境が変化すると

ともに、行政ニーズが多様で複雑化してきています。 

これを受け、国においては、平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」を、

平成２７年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」を制定し、

「次世代育成支援対策」と「女性の職業生活における活躍」を迅速かつ重点的に

推進しているところであります。 

 

このような中、本市においても、これまで「次世代育成支援対策推進法」に基づ

く特定事業主行動計画として「仕事と家庭の両立支援プラン」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次世代育成支援対策を推進してきた

ところであります。 

 

そして、今回、平成２８年４月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」が施行されることに伴い、女性職員が職業生活において能力を十分に発揮

できる職場環境を整備し、女性職員の職業生活における活躍を推進するため、同

法に基づく特定事業主行動計画を次世代育成支援対策推進法に基づく計画と一体

として策定するものであります。 

 

本市では、職員一人ひとりがお互いに協力し支え合うことで、働きやすい職場環

境をつくり、ひいては子育ての喜びや楽しさを実感しつつ、職員それぞれのライ

フスタイルに合った有意義な生活を送ることができ、かつ、女性職員が各職場に

おいて個性や能力を十分に発揮できるよう、本計画を着実に進めていきたいと考

えています。 

 

本計画の推進にあたっては、職員の皆さん一人ひとりが「次世代育成支援対策」

と「女性の職業生活における活躍」についての理解を深めるとともに、仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を意識し、お互いに助け合いながら積極

的に取り組んでいくようにしましょう。 

 

１ はじめに  
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見直し 
（予定） 

 

 

本計画は、平成２８年度から平成３１年度までの４年間を計画期間とします。 

また、本計画は、計画期間中であっても、必要に応じて見直しを行います。 

平成 

17 

年度 

平成 

18 

年度 

平成 

19 

年度 

平成 

20 

年度 

平成 

21 

年度 

平成 

22 

年度 

平成 

23 

年度 

平成 

24 

年度 

平成 

25 

年度 

平成 

26 

年度 

平成 

27 

年度 

平成 

28 

年度 

平成 

29 

年度 

平成 

30 

年度 

平成 

31 

年度 

平成 

32 

年度 

                

※次世代育成支援対策推進法は、平成３７年３月３１日までの時限法です。 

※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律は、平成３８年３月３１日までの時限法です。 

 

 

(1) 本計画を策定・推進するために設置した「佐賀市特定事業主行動計画策定・推

進委員会」を中心として、各任命権者、人事担当課等で連携しながら、本計画

を推進します。 

(2) 仕事と子育ての両立、女性職員のキャリアアップ等に関する相談や情報提供を

行う担当者を配置します。 

(3) 職員アンケート調査等により本計画に基づく取組状況等を把握し、その結果や

勤務環境の変化等を踏まえ、必要に応じて計画の見直し等を行います。 

(4) 本計画に基づく前年度の取組状況や目標に対する実績等について、ホームペー

ジ等において公表します。 

 

 
 

☆目標１ 育児休業（部分休業を含む。）の取得率：男性１０％以上、女性１００％ 

☆目標２ 出産補助休暇（２日）・男性育児参加休暇（５日）の付与日数の完全取得 

☆目標３ １年間の時間外勤務の時間数が３６０時間を超える職員数：０人 

☆目標４ 職員一人当たりの年次休暇の取得日数割合：８０％（平均１６．０日）以上 

☆目標５ 職員アンケート調査において、日ごろ子どもとふれあう機会を「十分持っ 

ている」又は「ある程度持っている」と回答した職員の割合：８０％以上 

☆目標６ 監督職に占める女性職員の割合：３０％以上 

 

 

 

 

２ 計画の期間  

３ 計画の推進体制等  

４ 計画の目標数値  

※１「出産補助休暇」とは、職員の妻が出産した場合に取得できる特別休暇  

※２「男性育児参加休暇」とは、職員の妻が出産する場合に、出産予定日前８週目から出産後８週目まで

の期間において、育児のために取得できる特別休暇  

※１  ※２  

 本行動計画  次世代育成支援対策推進法のみに基づく行動計画  
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職員の「仕事と子育ての両立（次世代育成支援）」、「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）」及び「女性職員の活躍推進」の実現に向けて、職員

の働きやすい職場環境をつくるため、次の取組を進めていきます。 

 

 

 

(1) 出産・育児に関する諸制度の周知徹底 

 

全ての職員に対して、出産・育児に関する諸制度の周知徹底を図り、適切な活

用を促進していきます。 

 

■ 出産・育児に関する諸制度に係る情報提供 

○出産・育児に関する諸制度をまとめた「佐賀市職員の子育て支援マニュア

ル」を庁内イントラネット上に掲示し、当該諸制度の周知徹底を図ります。 

○出産・育児に関する諸制度に変更が生じた場合等には、庁内メール等により

速やかに情報提供を行うとともに、必要に応じて、庁内会議等を利用して、

出産・育児に関する諸制度に関する説明を行います。 

 

■ 管理・監督者の意識改革 

○管理・監督者に対する研修において、次世代育成支援の趣旨等の理解を深め

てもらい、管理・監督者の意識改革を行うとともに、所属職員に対しての

意識啓発を促します。 

 

(2) 妊娠中や出産後の職員への配慮 

 

職員の仕事と子育ての両立を図るためには、子育て中の職員だけではなく、全

ての職員の理解と協力が必要不可欠であります。 

したがいまして、妊娠中や出産後の職員に対して様々な支援を行っていくとと

もに、周囲の職員の意識啓発活動に取り組んでいきます。 

 

■ 業務分担等の見直し 

○管理・監督者は、妊娠中や出産後の職員の健康や安全を配慮し、業務分担の

見直しなど必要な措置を講じます。 

 

■ 時間外勤務や深夜勤務の制限 

５ 具体的な内容  

１ 仕事と子育ての両立（次世代育成支援）  
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○管理・監督者は、妊娠中や出産後の職員の健康や安全を考慮し、本人からの

申出がない場合であっても、できる限り時間外勤務や深夜勤務を命じない

ように努めます。 

 

■ 妊娠中や出産後の職員が働きやすい職場環境の整備 

○周囲の職員は、妊娠中や出産後の職員をサポートし、職場全体で協力して、

妊娠中や出産後の職員が働きやすい職場の雰囲気づくりに努めます。 

○妊娠が分かった職員は、できるだけ早急に、管理・監督者に申し出るように

します。 

○管理・監督者は、妊娠が分かった所属職員に対し、「佐賀市職員の子育て支

援マニュアル」を活用して、出産・育児に関する諸制度や円滑な職場復帰

に向けた取組等についての説明を行い、当該職員の不安解消に努めます。 

 

(3) 男性の子育て目的の休暇等の取得促進 

 

父親として、子どもを持つことの喜びを実感するとともに、子育ての始まりの

時期に家族や親子との時間をより多く持ち、出産後の配偶者をサポートすること

は大切なことであります。 

したがいまして、父親と母親が協力して子育てを行っていくために、父親の積

極的な子育て参加を促進していきます。 

 

■ 「出産補助休暇」等の取得促進 

○父親となる職員の積極的な子育て参加を促進するため、当該職員に対し、

「出産補助休暇」や「男性育児参加休暇」の取得促進を働きかけるととも

に、これらの休暇と合わせて「年次有給休暇」も取得するように促します。 

 

■ 子育て目的の休暇を取得しやすい職場環境の整備 

○周囲の職員は、「出産補助休暇」や「男性育児参加休暇」の趣旨等を理解し

たうえで、父親となる職員をサポートし、職場全体で協力して、父親とな

る職員が子育て目的の休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。 

○父親となることが分かった職員は、できるだけ早急に、管理・監督者に申し

出るようにします。 

○管理・監督者は、父親となることが分かった所属職員に対し、「佐賀市職員

の子育て支援マニュアル」を活用して、出産・育児に関する諸制度等につ

いての説明を行います。 
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(4) 育児休業等を取得しやすい環境の整備 

 

職員が豊かな子育てを行うためには、必要な時に必要なだけ育児休業等を取得

し、子育てができる環境をつくることが大切であります。 

したがいまして、周囲の職員も協力して、職員が安心して育児休業等を取得で

きる環境の整備に努めていきます。 

 

■ 育児に関する諸制度の説明 

○管理・監督者は、子どもを持つことになった所属職員に対し、出産・育児に

関する諸制度や円滑な職場復帰に向けた取組等についての説明を行い、当

該職員の不安解消に努めます。 

 

■ 業務分担の見直しと代替要員の確保 

○職員が安心して育児休業を取得できるよう業務分担を見直すとともに、必要

に応じて、臨時職員の任用など適切な代替要員の確保に努めます。 

 

■ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

○育児休業中の職員に対し、職場や業務の状況について定期的に情報提供を行

います。 

○管理・監督者は、育児休業を取得した職員が復帰した際には、面談等を行い、

子育て中における当該職員が必要とする配慮等についての意見を聴取しま

す。 

○周囲の職員は、育児休業から復帰した職員に対し、育児休業中における業務

執行に係る変更点等を説明し、スムーズな職場復帰ができるよう当該職員

を積極的にサポートします。 

 

■ 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

○育児休業等をした職員の体験談や育児休業を取得しやすい職場環境づくりの

取組事例等の情報提供を行い、職員の意識改革を行います。 

○周囲の職員は、子どもを持つことになった職員をサポートし、職場全体で協

力 して 、 育 児 に関 す る 諸 制度 （ 育 児 休業 、 部 分 休業 、 育 児 短時 間 勤 務な

ど）を活用しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。 

 

(5) 子どもとふれあう機会の充実 

 

心豊かな子どもを育むためには、親子のふれあう機会を充実させることが大切
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であります。 

また、子育て中の職員に限らず、全ての職員は地域社会を構成する一員でもあ

りますので、職員の地域における子育て支援の取組への積極的な参加を推進して

いきます。 

 

■ 子ども・子育てに関する地域貢献活動への参加 

○「佐賀市未来を託す子どもを育むための大人の役割に関する条例」の基本理

念に基づき、職員の「子ども・子育てに関する地域貢献活動」への積極的

な参加を推進します。 

○職員は、子育て中の職員に限らず、「子ども・子育てに関する地域貢献活

動」へ積極的に参加するように努めます。 

 

■ 職員の子どもを対象とした職場見学会の実施 

○子どもに父親・母親の働く姿や職場を見てもらい、親子のコミュニケーショ

ンを深めてもらうため、職員の子どもを対象とした「職場見学会」を実施

します。 

○子育て中の職員は、「職場見学会」を子どもとふれあう機会ととらえて、子

どもといっしょに積極的に参加するように努めます。 

 

 

 

(1) 超過勤務の縮減 

 

子育て中の職員に限らず、超過勤務を縮減して家庭や地域での生活が充実する

ことは、職員が持てる能力を十分に発揮し、意欲的に職務を遂行する上でも重要

なものであります。 

そこで、全庁を挙げて超過勤務の縮減に向けた取組を推進していきます。 

 

■ 「ノー残業デー」の実施 

○毎週水曜日を「ノー残業デー」と設定し、全庁放送、庁内メール等による注

意喚起を行い、職員に一斉定時退庁を促します。 

○「ノー残業デー」の実施を徹底するために必要な措置を講じ、職員が定時退

庁しやすい職場環境づくりを行います。 

○管理・監督者は、効率的かつ計画的な業務執行体制を構築し、職員が退庁し

やすい雰囲気づくりに努めるとともに、率先して定時退庁するように努め

ます。 

２ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）  
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○職員は、毎週水曜日が「ノー残業デー」であることを前提に業務計画を立て、

水曜日は周囲の職員と一緒に定時退庁するように努めます。 

 

■ 「ノー残業推進週間」の実施 

○「ノー残業推進週間」を設定し、その期間は、原則として超過勤務を行わな

いものとします。 

○職員は、職場内で超過勤務の縮減等について話し合い、仕事の進め方等を見

直す機会とします。 

 

■ 「親子ふれあいデー」の実施 

○毎月１日を「子どものまなざし運動」で推進している「親子ふれあいデー」

と設定し、庁内メール等により職員に定時退庁を促し、家族で夕食を食べ

ながら親子の絆を深めることを推進します。 

○職員は、子育て中の職員に限らず、毎月１日は定時退庁し、家族との団欒の

時間をつくるように努めます。 

 

■ 業務の簡素・合理化の推進 

○施策評価や事務事業評価により、既存事業の目的、効果、必要性等を十分に

検討して事業の見直しを図ります。 

○全庁的な業務改善運動を実施し、業務のやり方等を見直し、業務の効率化を

図ります。 

○管理・監督者は、所属職員の業務の進捗状況を把握し、効率的な業務遂行を

支援します。 

 

■ 超過勤務の縮減のための意識啓発 

○超過勤務が多い職場や職員を把握し、その管理・監督者に対し、面談等を行

った上で、注意喚起を行います。 

○管理・監督者を対象とした研修を行い、管理・監督者の超過勤務に関する意

識改革を図り、超過勤務の縮減への取組を促します。 

○管理・監督者は、「佐賀市職員の超過勤務の縮減等に関する指針」に基づき、

超過勤務の適正な運用及びその縮減等に努めます。 

○管理・監督者は、「超過勤務縮減のための自己診断チェックリスト」を活用

して、職場環境を分析し、超過勤務の縮減に向けて取り組みます。 

 

■ 過重労働による健康障害防止対策の推進 

○超過勤務の多い職員やその管理・監督者に対し、産業医等による保健指導を
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行い、職員の健康面における配慮を充実させます。 

○管理・監督者は、超過勤務の多い職員に対し、面談等を行い、当該職員の健

康状態の把握し、対応策を講じるように努めます。 

○職員は、日頃から健康面の自己管理を行い、体調に不調を感じたときは、す

ぐに管理・監督者等に報告することにします。 

 

(2) 休暇の取得促進 

 

職場全体で休暇を取得しやすい環境づくりを行うことは、子育て中の職員に限

らず、職員の仕事と生活の調和を推進する上で大変重要なものであります。 

職員が豊かな子育てを行うためには、必要な時に必要なだけ育児休業等を取得 

し、子育てができる環境をつくることが大切であります。 

上司や周囲の職員も協力して、職員が安心して育児休業等を取得できる環境の

整備に努めていきます。 

 

■ 連続休暇等の取得促進 

○月曜日又は金曜日に年次有給休暇を取得し、週休日と合わせて連続休暇にす

る「ハッピーマンデー」や「ハッピーフライデー」を推進します。 

○子どもの予防接種実施日や授業参観日における年有給次休暇の取得促進を行

います。 

○国民の祝日や夏季休暇と合わせた年次有給休暇の取得促進を行います。 

○年次有給休暇を利用したリフレッシュ休暇の取得促進を行います。 

○職員や家族の誕生日における年次有給休暇の取得促進を行います。 

 

■ 介護休暇制度の活用 

○「人事・給与等の手引き」を庁内イントラネット上に掲示し、「介護休暇」

や「短期介護休暇」に係る制度の周知徹底を図ります。 

○管理・監督者は、所属職員が家族の介護を行う必要が生じた場合には、業務

分担の見直しなど必要な措置を講じます。 

○周囲の職員は、「介護休暇」の趣旨等の理解を深め、家族の介護を行う必要

が生じた職員が安心して介護休暇を取得できる職場の雰囲気づくりに努め

ます。 

 

■ 休暇を取得しやすい職場環境の整備 

○庁議等において、管理・監督者に対し、定期的に休暇の取得促進を啓発して、

職場全体の意識改革を行います。 
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○ゴールデン・ウィークやお盆期間における会議等を自粛します。 

○管理・監督者は、率先して自ら休暇を取得するよう努めるとともに、所属職

員が休暇を取得しやすい支援体制づくりを行います。 

○管理・監督者は、休暇取得計画表の作成など、所属職員の計画的な休暇の取

得促進に努めます。 

○職員は、お互いに協力し、休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりに努めま

す。 

 

 

 

(1) 女性職員のキャリア形成支援 

 

多様で複雑化する行政ニーズに対応するためには、政策形成の場における女性

職員の活躍が求められており、その政策形成の中心的な存在である「管理職」や

「監督職」に積極的に女性職員を登用していく必要があります。 

そこで、女性の管理・監督職候補者を育成するため、出産、育児など様々なラ

イフイベントによって働き方が変わる女性職員のキャリア形成支援に努めていき

ます。 

 

■ キャリア・デザイン研修の実施 

○女性職員のスキルアップ等を図り、職場における活躍を支援するための研修

を実施します。 

○管理・監督者は、職員に対し積極的な研修への参加を促すとともに、研修に

参加しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。 

○管理・監督者は、職員が性別に関係なく個々のスキルアップを図り能力を発

揮できるよう、人材の育成に努めます。 

 

■ ロールモデルの普及 

○将来目指したいと思うロールモデルとなる女性職員を育成し、将来の目標を

明確化することにより、女性職員のキャリアメイク意欲の向上を図ります。 

 

■ 女性職員ネットワーク構築の支援 

○女性職員のキャリアメイク意欲の醸成や、職務遂行上の課題等を相談し共有

することができるよう、女性職員同士のネットワーク構築を支援します。 

○女性職員同士が気軽に相談や情報交換ができるよう交流の場を設け、女性が

仕事と家庭を両立していく上での負担や不安の解消に努めます。 

３ 女性職員の活躍推進  
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(2) 女性職員が活躍できる職場環境の整備 

 

女性職員が様々な分野に参画し、その能力を十分に発揮することができるよう

女性職員が働きやすい職場環境の整備に努めていきます。 

 

■ 「キャリア相談員」の設置 

○仕事と家庭の両立や女性職員のキャリアアップ等に関する相談に対応するた

め、「キャリア相談員」を設置します。 

 

■ 職員の意識改革 

○全ての職員に対し、固定的な性別役割分担意識等の是正に向けた啓発活動を

行い、職員の意識改革を行います。 

○管理・監督者は、中心となって固定的な性別役割分担意識等の是正に向けて

取り組みます。 

○職場におけるハラスメントを防止し、健全な職場環境の確保を図るための研

修を行います。 


