
第２期小牧市特定事業主行動計画 

～応援します！ 両立Ｌｉｆｅ～ 

 
Ⅰ．はじめに  

将来の経済・社会に深刻かつ重大な影響を及ぼす、急速な少子化の進

行を受けて、国は平成１５年７月に次世代育成支援対策推進法を成立さ

せました。  
この法律では地方公共団体は、行政機関として地域の子育てを支援し

ていくだけでなく、職員を雇用する事業主としての立場から自らの職員

の子育て支援計画を作成するように求められています。  
これにより、小牧市でも平成１７年３月に「小牧市特定事業主行動計

画～Let’ s 子育て  together～」を策定し、職員が子どもを産み、育て

やすい環境づくりのために様々な取り組みを行ってきたところでありま

す。  
市の業務が複雑・多様化し、先行きが不透明な社会情勢の中で、職員

を取り巻く環境は厳しさを増していますが、公務と子育てとを両立して

いけるような環境をつくるために、職員一人ひとりが意識改革を行い、

職場を挙げて子育てに協力する必要があります。  
また近年、性別や年齢に関係なく、多様な働き方、生き方を選択・実

現するため、仕事と家庭生活全般との調和 (ワーク・ライフ・バランス )
が重要視されており、今回新たに策定された、「第２期小牧市特定事業主

行動計画～応援します！ 両立Ｌｉｆｅ～」では、これらの考えを積極的

に取り入れた計画内容となりました。  
この計画を通じた取り組みが、職員のためだけでなく、小牧市におけ

る民間事業所の職場改革につながり、仕事をしながら安心して子どもを

生み育てることができる社会の実現につながることを期待しています。  
 

平成２２年３月  
小牧市長  中 野 直 輝  
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Ⅱ．計画期間について  
この計画は、次世代育成支援対策推進法に定められた平成１７年４月

１日から平成２７年３月３１日までの１０年間の内、第１期計画として

実施した平成１７年４月１日からの５年間を踏まえて、平成２２年４月

１日から平成２７年３月３１日までを第２期計画として実施するもので

す。  
第１期計画と同様、この計画には各項目ごとに実施年度が記入してあ

りますが、これは計画期間中に着実に推進させることを意味します。既

に実施済みで特に明示していないものについては、今後さらに主体的に

取り組んでいきます。  
なお、各職場環境の実情を踏まえ、より職員の職業生活と家庭生活と

の両立が図られるように、今後も必要に応じて随時見直しをしていきま

す。  
 
Ⅲ．計画を推進するために  

平成１９年１２月には「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」によ

り、｢仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章｣及び「仕事

と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、社会全体において「仕

事と家庭生活の両立」のための取組みが本格化しました。小牧市職員に

おいても仕事と子育ての両立等について積極的に支援していくほか、仕

事と家庭生活の両立を推進するために、職員の意識や職場風土の改革に

よる、働き方の見直しについても取り組んでいきます。なお、第１期計

画と同様、計画の推進状況や職員のニーズを踏まえて、柔軟に対応をし

ていきます。  

 
Ⅳ．具体的な行動計画  

１．育児休業制度、子どもの出産・育児のための特別休暇制度等職員の

勤務環境に関するものについて  
 
(1)  既存の諸制度の周知徹底  

母性保護、出産費用の給付等の経済的支援措置、育児休業、休暇、

時間外勤務の制限などの各種制度を理解しやすいようにまとめた冊子

を作成し、周知しました。今後も制度改正等が行われた場合は内容を
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修正し、職員に積極的に周知を行います。  
【参考 :出産・育児に係る参考資料】  

 出産・育児を控えた方へ…平成１７年度作成  
 

(2)  子どもの出生時の休暇取得の促進  
子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進を

図るため、男性職員の育児のための休暇取得のあり方を示し、父親の

積極的な子育てへの参加を支援してきました。あわせて、子どもの出

生時に入院の付添い等のため取得できる特別休暇の弾力化を行い、男

性職員の育児参加のための休暇を新設し、取得促進を行ってきました。

今後も引き続き、休暇取得の促進を図ります。  
なお、管理職は、引き続き、職員に対して休暇取得の奨励に努める

ものとします。  
【参考 :出産・育児に係る参考資料】  
男性職員の育児のための休暇取得の在り方…平成１７年度作成  

 
【参考 :子どもの出生時の付添い休暇の実績】  
 平成１８年１月に弾力化を実施  
 ・１日又は１時間単位で取得可能（通算３日は同じ）  
 ・入退院の付添い以外に出産時や入院中の付添い等も可能に  

年 度  取得者数  平均日数  

Ｈ１７  １２人 ２．３日

Ｈ１８  ２１人 １．９日

Ｈ１９  ２３人 ２．２日

Ｈ２０  １４人 ２．１日

 
【参考 :男性職員の育児参加のための休暇の実績】  
 平成１８年１月より新設  

年 度  取得者数  平均日数  

Ｈ１８  ４人 ２．５日

Ｈ１９  １人 ３．０日

Ｈ２０  ２人 ２．３日
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(3)  育児休業等を取得しやすい環境の整備等  
 ア 育児休業及び部分休業制度等の周知  
  ① 育児休業等に関する制度を周知し、取得促進に努めてきました。

今後は育児休業を取りやすい環境をより整備するために、職員の

配偶者が既に育児休業をしている場合においても育児休業を取得

することができるように制度改正を行うなど、男性職員の育児休

業等の取得促進に努めます。  
   （実施時期：平成２２年度）  
 

【参考 :育児休業・部分休業取得実績】  

年 度  育児休業（新規） 部分休業（新規） 

Ｈ１７  ４５人 ３人  

Ｈ１８  ６０人 ３人  

Ｈ１９  ４９人 ５人  

Ｈ２０  ５２人 ４人  

 
【参考 :男性の育児休業取得実績】  
平成１７年度 １人 (看護師 ) 平成２１年度 １人 (事務職 )  

 
  ② 職員が小学校就学前の子を養育するために、常勤職員のまま１

週間あたりの勤務時間を短時間にする育児短時間勤務制度を平成

２０年度に新設しました。今後も職員の職業生活と家庭生活の両

立支援のため制度の取得促進に努めます。  
  ③ 出産・育児を控えた職員に対し、個別に育児休業等の制度・手

続について引き続き説明を行います。  
   （実施時期：平成１７年度）  
 イ 育児休業等体験談等に関する情報提供  
   育児休業等経験者の体験談や休暇制度の説明などを互助会報等に

記載してきましたが、今後も引き続き職員に情報提供を行います。  
   （実施時期：平成１７年度）  
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【参考 :互助会報による情報提供実績】  
平成１７年９月第６０号 「パパの育児休業体験」  
平成１８年９月第６２号 「子育ての素晴らしさ」  
平成１９年９月第６４号 「育児参加のための休暇体験記」  
平成２０年９月第６６号 「育児のための休暇制度について」  
平成２１年９月第６８号 「育児のための休暇制度について」  

 
 ウ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成  
   育児休業及び部分休業の取得の申出があった場合、各職場ごとに

職務分担を見直し、取得しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。  
   また、職員同士の創意工夫によりお互いがサポートしあえる職場

環境を構築します。  
 エ 子どもの看護のための特別休暇の取得促進  
   子どもの看護のための特別休暇制度の取得促進を図るため、１時

間単位で取得可能にするなど制度改正を行ってきました。今後も職

業生活と家庭生活の両立支援のため随時制度改正を行っていきます。

また、引き続き休暇制度を周知し、利用しやすい環境の整備に努め

ます。  
   （実施時期：平成２２年度）  

 
【参考 :子どもの看護のための特別休暇取得実績】  
平成１８年１月に弾力化を実施…１日又は１時間単位で取得可能  

年 度  取得者数  平均日数  

Ｈ１８  ２５人 ２．６日

Ｈ１９  ２６人 ３．０日

Ｈ２０  １９人 ２．７日

 
(4)  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て、休業期間中の広報誌や通知等の送付等

を行います。  
 
(5)  育児休業に伴う代替要員の活用など  

専門性の高い職種については平成２０年度より任期付職員採用制度
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を導入し、適切な代替職員の確保をしてきました。また職場内の人員

配置等によって育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なとき

は、臨時職員を活用してきました。今後も引き続き適切な代替要員を

確保するとともに適切な人員配置を行います。  
 
○ 以上のような取組みを通じて、育児休業等の取得の奨励に努め、育児

を行う職員に対する環境の整備に取り組んでいきます。  
 

(6)  時間外勤務の縮減  
 ア 育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限  

小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び

時間外勤務を制限する制度について周知徹底を図ります。  
 イ 一斉定時退庁日等の実施  

① 毎週水曜日をノー残業デーとし、庁内放送等により、時間外勤

務縮減への意識啓発等を図ります。  

 
【参考 :時間外勤務縮減の意識啓発実績】  
グループウェア職員インフォメーションにおいて、計５回全職員に

周知を行う。  
 
平成２０年度  

１１月５日『題名 :みなさんはノー残業デーをご存知ですか？』  
１２月３日『題名 :ノー残業デーのススメ !』  

   １月７日『題名 :時間外勤務を減らすには？ (その１ )』  
  ２月４日『題名 :時間外勤務を減らすには？ (その２ )』  
平成２１年度  

７月７日『クールアース・デー 2009』の紹介  
  ② 定時退庁ができない職員が多い職場を人事課が把握し、管理職

への指導・徹底を行いました。また、特に時間外勤務が多い職員

については、産業医による健康相談を行うほか、労働安全衛生委

員会において働きやすい職場づくりを進めてきました。今後も時

間外勤務の縮減に努め、仕事と家庭生活の両立を図ります。  
 

 6



  ③ 仕事と家庭生活の両立を図るため、時間外勤務に伴う割増率を

改正する他、割増賃金の支給にかわる休暇付与の制度を新設し、

時間外勤務の抑制に努めます。  
   （実施時期：平成２２年度）  
 ウ 事務の簡素・合理化の推進  

 効率的な業務の遂行と働きやすい職場の実現を目指すとともに、

事務改善により全庁的な改善意識の高揚を図ります。また、定例・

恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図ります。  
 エ 時間外勤務の縮減のための意識啓発等  

 各課ごとの時間外勤務の状況及び時間外勤務の特に多い職員の状

況を把握し、時間外勤務の多い職場の管理職からヒヤリングを行っ

た上で、注意喚起を行います。  
 

(7)  年次休暇等の取得促進  
 ア 年次休暇を取得していない職員、休暇が少ない職員、業務多忙な

職員においては、業務が一段落した際の休暇の取得を中心に、休日

とあわせて年次休暇を取得する連続休暇の取得促進に努め、職員の

働き方の見直しを図ります。  
【参考 :年次休暇等の年間平均取得実績】  

年 度  平均取得日数  

Ｈ１７  ８．３日

Ｈ１８  ８．４日

Ｈ１９  ８．８日

Ｈ２０  ８．６日

 
  イ 酷暑期においては夏期休暇と年次休暇をあわせて７日間程度の休

暇が取得できるよう周知します。  
 ウ 子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇の取得促

進を図ります。  
 エ 勤続１５年または２５年に達した職員に対し、休日等に連続する

リフレッシュ休暇の取得促進を図ります。  
 オ 介護休暇を取得するための請求期限を、１週間前から前日請求も

可能に改めました。今後も引き続き、仕事と家庭生活の両立支援の
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ため制度改正を行うなど介護を行う職員を支援します。  
 
 【参考 :介護休暇の取得実績】  

年 度  取得者数  

Ｈ１７  ２人

Ｈ２０  １人

 
○ 以上のような取組みを通じて、職員の健康で豊かな生活の時間を確保

し、仕事と家庭生活の両立を図ります。  
 
(8)  固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組  
 ア 各階層別の職員に対し、人権研修を行う事により固定的な性別役

割分担意識等の是正を図ります。  
 イ 特定職員による職場でのお茶くみ廃止等について周知徹底を図り

ます。  
 
２．その他の次世代育成支援対策について  
 小牧市次世代育成支援対策行動計画の趣旨を踏まえ、以下の計画に主

体的に取り組みます。  
 
(1)  子育てバリアフリーの推進  

ア 来客者の多い庁舎や施設において、乳幼児と一緒に安心して利用

できるトイレやベビーベッド等の設置を促進します。また、あらゆ

る人にとって使いやすいバリアフリーやユニバーサルデザインを取

り入れていきます。  
イ 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応対等を

行い、子育てバリアフリーの取組みを推進します。また、さわやか

応対キャンペーン等をとおして、日頃から親切、丁寧な応対等を率

先して行います。  

 
(2)  子ども・子育てに関する地域貢献活動の支援  
ア 子どもの体験活動等の支援  

子どもたちが参加する学習会等の行事において、職員が専門分野
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を活かした出前講座等を行ってきました。今後も、教育・学習によ

る子どもの成長への支援や様々な地域活動への支援を行います。  
イ 子どもを交通事故から守る活動の実施・支援  

職員の綱紀の保持について周知徹底を図ることにより、交通事故

の防止について細心の注意を払うと同時に、「交通事故死ゼロの日」

の街頭監視活動等を行ってきました。今後も、子どもを交通事故か

ら守る活動を支援します。  
ウ 地域活動への参加  

地域活動やボランティア活動に職員が参加するような環境づくり

と意識の高揚に努めていきます。  
 

(3)  子どもとふれあう機会の充実  
   職員が、子どもとふれあう機会を充実させ、心豊かな子どもをはぐ

くむため、職員互助会の福利厚生活動等をとおして、子どもを含めた

家族全員が参加できる環境づくりに努めます。また、毎月１９日は子

育て応援の日「はぐみんデー」とし、家庭、職場、地域で一人ひとり

が子育てを支えていく取り組みを積極的に推進します。  
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