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総論
計画の目的
次世代育成支援対 策推 進法（平成１５年法律第１２０号） 第１９条 の規定 に基づ き、

職員の仕事と生活 の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進と地 域の子 育て環 境の 支
援を目的として、 特定事業主行動計画（以下「計画」という。）を 策定し ます。
２

計画の期間
次世代育成支援対 策推 進法は時限立法で、有効期限が平成 ２７年３ 月３１ 日まで でし

たが、平成２６年 ４月に一部改正が行われ、平成３７（令和７年） 年３月 ３１日 まで と
なりました。今回 は、改正後の向こう１０年間の後半となる令和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ます。
３

計画の実施
この計画は、周南 市長 、周南市議会議長、周南市教育委員 会、周南 市選挙 管理委 員

会、周南市代表監 査委員、周南市公平委員会、周南市消防長、周南 市農業 委員会 、周 南
市上下水道事業管 理者及び周南市モーターボート競走事業管理者が 、任命 した職 員を 対
象に、任命権者の 連名で策定したものです。
この計画を実施し てい くのは周南市の職員一人ひとりです 。
なお、この計画を 実施 していくのに、「誰が」、「何を」 するかと いうこ とを明 確に
-1-

するため、次のよ うに区分して計画の項目に主体となる職員を見出 しで表 記して いき ま
す。
・ 人事担当者

とは、各任命権者の人事担当職員

・ 管理職

とは、課長補佐級以上の職員

・ 子育て中の 職員

とは、養育する子（１９歳未満）のいる、又 は
養育する予定のある職員
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・ 周囲の職員

とは、子育て中の職員の上司・同僚

・ 全職員

とは、周南市の全ての職員

計画の内容

（１）

制 度の周 知・啓発を します。

○制度の周 知
人事担当者 は、仕 事と 生活の調和（ワーク・ライフ・バラ ンス）を 支援する休暇制
度や福利厚生に関 する制度についての取りまとめを行い、グループ ウェア 等で情 報を 職
員へ周知します。
○職員全体 への意 識啓発
管理職 は、この計 画に 積極的に取り組み、職員相互の意識 啓発 に努めます。
○職員の仕 事と生 活の調和（ ワー ク・ライフ・バランス）の 推進 の意 識啓 発
人事担当者 は、職 員の 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ ・バラン ス）の推進が図
れるよう、必要な 研修を実施します。

（２）

子育ての 状況に応 じた 配慮に努めます。

○「養育する子の届 」の提 出
子育て中の職員 は 、毎 年４月に「養育する子の届」を所属 長に提出 しましょう。提
出は任意ですが、 育児休業、子の看護休暇などの諸制度の活用や母 性保護 のため の人 事
上の配慮をするう えでも必要となりますので、できる限り提出しま しょう 。
管理職 は、「養育 する 子の届」により、時間外勤務の縮減 や休暇を 取得しやすい職
場づくりに努めま す。また、届けを取りまとめ、人事主管課へ提出 します 。
人事担当者 は、人 事異 動について、子育て状況に応じた配 慮に努め ます。
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（３）

母親と生ま れてくる 子どもを守ります。

子育て中の職員 は 、妊 産婦の健診休暇、妊娠障害休暇等が 取得でき るとともに、申
し出により時間外 勤務や深夜勤務が制限されます。制度の趣旨を理 解し、 必要に 応じ た
制度を活用しまし ょう。なお、新たに子どもを持つことになった職 員は、 速やか に出 産
予定日などを管理 職に伝えましょう。
管理職 は、職員の 妊娠 を知った場合、職務の状況に応じて 業務分担 の見直しを行い
母性保護に努める とともに、一部の職員に負担がかかることのない よう配 慮しま す。 ま
た、人事担当者に 出産予定日について連絡し、代替職員の確保に努 めます 。
周囲の職員 は、自ら業 務分担の見直し等に積極的に参加し 、妊 娠中や出産後の職 員へ
の配慮を心掛けま す。

（４）

父親の子育 て目的の 休暇の取得をすすめます。

育児は両親が相互 に協 力して取り組むものであり、父親が 出産をサ ポート するこ と
は、家族で支え合 う育児の第一歩です。
父親となる職員は 、配 偶者の出産休暇と育児参加休暇（出 産予定日 の前後 およそ ８週
間程度の期間内に ５日間）を積極的に取得し、家族をサポートしま す。
育児は、家族だけ では なく、職場のサポートも必要です。
管理職 及び 周 囲の職員 は、出産に係る休暇を取得しやすい 職場づくりを行います 。

（５）

育児休業を 取得しや すくします。

子育て中の職員 は、育児休業を積極的に取得しましょう。 また、育児休業は女性の
ためだけの制度で はあ りません。男性職員も、子育ての喜びや責任 を認識 できる よ
う、積極的に育児 休業 を取得しましょう。
管理職 は、職員か ら出 産予定日の告知があったら、育児休 業制度に ついて説明しま
す。
育児休業を実際に 取得 することになった場合には、業務に 支障が出 ないよ うに、 代替
職員の確保や業務 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
きるようにします 。
必要に応じ、業務 分担 の見直しを行いますが、職員の育児 休業の取 得によ って一 部の
職員に負担がかか ることのないよう努めます。
-3-

周囲の職員 は、業 務分 担の見直しに積極的に参加します。

（６）

育児休業か らの職場 復帰 をサポートします。

育児休業中は職場から離 れてい ますので、孤独に感じ、「 職場 復帰し てもついて い
けないのではない か」 と不安になりがちです。また、職場復帰後も 、業務 に慣れ るま
で時間がかかりま す。 また育児中の職員は子どもの急な病気などに 対応し なけれ ばな
りません。子育て と仕 事を両立することへの不安を和らげ、育児休 業から 円滑に 職場
復帰することがで きる 職場環境の整備が必要です。
人事担当者 及び 管理職 は、育児休業中の職員に職場や業務 の状況についての情報 提
供を行います。
人事担当者 は、育児休 業から円滑に職場復帰できるよう、研修の実施など 必要な 支援
を行います。
管理職 は、業務分 担の 見直しなどを行います。
周囲の職員 は、業 務分 担の見直しに積極的に参加します。

（７）

子育てを 行う職員 の活 躍を応援します。

育児休業中はキャ リア が中断することから、本人の仕事に 対するモ チベー ション を高
めること、また、他の職員と同様にさまざまなキャリア・経験を積 んでい くため の支 援
が必要です。
人事担当者 は、育 児の状況に配慮し、その適正を見極めな がら各職務 、各ポ スト に
広く配置するなど 、キャリア形成の支援に努めます。
管理職 は 、多様な 働き方があることを理解し、部下の仕事 の進捗管理 だけで なく 、
長時間労働の是正 や効率的な働き方について指導するとともに、周 りの職 員にも 休暇 制
度の理解を促す等 、休暇の取得にも柔軟に対応します。また、勤務 時間等 に制約 され る
中でも責任をもっ て行うべき職務を与え、着実にキャリア形成がな される よう配 慮し ま
す。
子育て中の職 員 は、育児 休業中や子育て中もキャリア形成 を意識し、職務経験や 専
門能力を高めるよ う努めるとともに、業務の効率化や工夫、時間管 理を意 識して 仕事 に
取組みましょう。
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（８）

時間外勤務 を縮減し ます 。

毎日の子ども とのスキンシップ やコミュニケーションは、子育 てにと っては 大変 重要
です。時間外勤務 が多いために、家庭で過ごす時間が少なくなり、 親子の ふれあ いの 機
会が減ることは、 子どもにとっても好ましいことではありません。
令和元年度よ り、長時間労働の 是正や仕事と生活の調和（ワー ク・ラ イフ・ バラ ン
ス）の推進を目的 とした労働基準法及び人事院規則の改正の趣旨に 添い、 規則等 を改 正
したことから、時 間外勤務の縮減に積極的に取り組み、子育てと仕 事を両 立しや すい 職
場環境を目指しま す。
○時間外勤務実 態 の把握
管理職 は、職員の時間 外勤務の状況等を把握したうえで、一部の職員に負 担がか かっ
ている場合には、 業務分担の見直しを検討します。
人事担当者 は、毎月 、時間外勤務の時間数をリスト化して 管理 職に 通知し 、一 定の 時
間数以上の職員に は、必要に応じて産業医による面談を行います。 また、 時間外 勤務 等
の状況を勘案し、 適正な人事配置に努めます。
○定時退庁日の 徹 底
管理職 は、各職場 の状 況に応じて設定した定時退庁日には 職員に定 時退庁を促し、
自らも積極的に定 時退庁を心掛けます。
全職員 は、定時退 庁日 には周りの職員と声を掛け合い定時 退庁を心 掛け、仕事と生
活の調和（ワーク ・ライフ・バランス）を図ります。
○時間外勤 務縮減 意識の向上
人事担当者 は、子 育て 中の職員の深夜勤務・時間外勤務の 制限措置 を周知し、その
活用を促すととも に、より一層の時間外勤務の縮減を可能にする職 場環境 づくり に取 り
組みます。
全職員 は、タイム マネ ジメント能力の向上を図り、積極的 に時間外 勤務の縮減の為
の施策を実行しま す。
夜間の会議や早朝 から の行事や出張などの業務上の都合や 育児や介 護等で 必要な とき
は時差出勤をする ことができます。公務の効率的な推進と職員の健 康管理 のため にも 積
極的に時差出勤を 活用します。
管理職 は、職場内 のミ ーティングなどで定期的に組織目標 、業務課 題等の共有化を
図り、進捗を確認 のうえ、簡素合理化に努めます。職員が時間外勤 務をす る必要 があ る
場合には、事前の 申請を徹底し、必要性と優先順位を判断して許可 します 。事前 の申 請
なく職場に残って いる職員には、退庁を促します。
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全職員 は、自分の 担当 以外の仕事についても、協力できる ことは率 先して行い、職
場全体で、時間外 勤務をしない雰囲気づくりに努めます。

（９）

休暇の取得 を促進し ます。

子育て中は、日々 の忙しさや仕事によるストレスを溜めこ んでしまう ことが あり ま
す。心の平穏を保 つためにも一人になる時間を確保することや、日 常から 解放さ れる 時
間をつくりましょ う。そうすることが家庭円満にもつながります。
家族のためだけで はな く、自身のための年次有給休暇の積 極的な取 得を推 進しま す。
○年次有給休暇の取 得促進
全職員 は、年間１ ０日 以上の年次有給休暇を計画的に取得 するよう 努めます。
人事担当者 は、各 職場 で計画的に年次有給休暇が取得でき るよう、 休暇計画表の様
式を作成します。 また、年次有給休暇の取得状況を定期的に把握し 、取得 率が低 い職 場
についてはヒアリ ングを行い、改善に向けて必要な取組を行います 。
管理職 は、職員が 年次 有給休暇を取得しやすい職場づくり に努め、 取得日数の少な
い職員については 年次有給休暇の取得を促します。また、９月末日 時点で 年次有 給休 暇
の日数の累計が５ 日に達していない職員に対しては、特に積極的な 取組を 行いま す。
○連続休暇の取得 推進
全職員 は、休暇計 画表 を活用し、年間を通じ年次有給休暇 等の取得 を図ります。大
型連休期間の前後 における年次有給休暇の取得、週休日又は祝日と 組み合 わせた 年次 有
給休暇又は夏季休 暇の活用などにより、連続休暇を計画的に取得し ましょ う。こ のた
め、休日にはさま れた日における会議等は自粛しましょう。
○週休日の振替の 徹底
全職員 は 、週休日 に勤務した場合は、できるだけ週休日の 振替をする よう努 めま
す。また、祝日に 勤務した場合は、できるだけ代休日の指定をする よう努 めます 。
管理職 は、職員が 週休 日の振替を行いやすい職場づくりに 努めます 。振替の少ない
職員については振 替の取得を促します。

（１０）

人事評価 へ反映し ます。

○人事評価 への反 映
人事担当者 及び 管理職 は、職員の仕事と生活の調和（ワー ク・ライフ・バランス ）
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に資するような効 率的な業務運営や良好な職場環境づくりに向けて 採られ た行動 につ い
ては、人事評価に おいて、適切に評価を行うようにします。

（１１）

子ども・ 子育てに 関する地域貢献活動に積極的に 参加 しま す。

子育ては、学校・家庭・地域が相互に連携・協働しながら、一体 となっ て行うこと が
重要です。
また、子どもを 産み育てるには、安全で安心できる地域の環境整 備が必 要です 。
市民との協働を 基本姿勢とする本市職員が、率先して、地域の活 動に参 加しま す。
○地域への 貢献
管理職 は、職員が 地域 貢献活動に参加しやすい職場づくり を心掛け ます。
全職員 は、地域の スポ ーツ行事や文化活動などに積極的に 参加し、 地域に貢献しま
す。
子育て中の職員 は 、地 域の子育てグループに積極的に参加 し、交流 を深めましょ
う。
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