
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

平成 19年 4月 

塩竈市 



≪はじめに≫ 

 

 わが国における急速な少子化の進行は、21世紀の国民生活に大きな影響を及ぼすといわ

れています。少子化の流れを変える為には、結婚・出産後も安心して仕事を続けられ、子

育てできるための環境づくりなど様々な課題に取り組むことが重要です。 

 このことから、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育つ環境を整備するこ

とを目的とした次世代育成支援対策推進法が、平成 15 年 7 月に成立し（平成 17 年度か

ら10年間の時限立法）、行動計画の策定指針が通知されました。地方公共団体においても

職員の仕事と子育ての両立のための方策として、特定事業主行動計画を策定する必要があ

ります。 

 このような経緯から本市は、全職員対象のアンケートを実施し、職員が仕事と子育てを

両立するための問題点や要望を把握した上で、仕事と家事・育児などがバランスよく両立

できるよう「塩竈市特定事業主行動計画」～子育てにやさしい職場をめざして～を策定い

たします。 

 この行動計画に基づき性別や家族構成に関わらず、一人ひとりの職員がお互いに思いや

り、コミュニケーションを取り合い、子育てしやすい職場環境づくりを心がけ実行される

ことを願います。 

 

 

 

平成１９年４月 
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                              塩竈市教育委員会           
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Ⅰ 総 論 

1、目 的 

 急速に進行する少子化の流れを変えるため、厚生労働省は平成 14 年 9 月に「少子化対

策プラスワン」をまとめましたが、それを踏まえ、政府は平成 15 年 3 月に「次世代育成

支援に関する当面の取組方針」を定めました。 

 方針では、次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援（次世代育成支援）す

ることにより、子どもが心身ともに健やかに育つための環境を整備するという基本的な考

え方のもとに、従来の「子育てと仕事の両立支援」に加え、「男性を含めた働き方の見直し」

「地域における子育て支援」「社会保障における次世代支援」「子どもの社会性や自立の促

進」を柱とする、政府、地方公共団体、企業などが一体となった取組を進めることとして

います。 

 その基盤整備の第一歩として、平成 15 年 7 月に「次世代育成支援対策推進法」が制定

され、国及び地方公共団体、事業主が、同法に基づく国の指針を受けて、次世代育成支援

対策推進のための行動計画を策定し、平成 17 年 4 月から 10 年間の計画的・集中的な取

組を推進することとなりました。 

 本計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画策定指針の基本的視点を踏ま

え、塩竈市の特定事業主行動計画として、塩竈市の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計画的に推進するために策定するものです。 

 

 

2、計画期間 

 この計画は平成19年4月1日から平成27年3月31日までの8年間を実施期間とし、

今後概ね3年ごとに見直していきます。 
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3、計画を実現するための協力体制 

 この計画は、全職員がお互いに理解し、協力し合わないと実現できません。 

 そこで、塩竈市特定事業主行動計画の基本理念（表紙のサブタイトル）である「子育て

にやさしい職場をめざして」を、職員に自ら考え行動してもらうために、全職員それぞれ

の役割を定め、実践していくこととしています。 

 

  ◎子育て中の職員及び次世代の親・・本計画の支援の対象であり、下記の役割も担う 

 

  ○職場の上司・・・・・・・・・・・部長、課長、係長などの管理監督者 

   （部下が、休暇など取得しやすい職場環境づくりを行う） 

  ○職場の同僚（お互いに仕事の分担など協力しあう） 

  ○子育てアドバイザー・・・・・・・子育て経験者 

   （子育てに関する体験談などを紹介し、必要なアドバイスを行う） 

  ○子育てサポーター・・・・・・・・保健師、保育士などの専門的な知識をもつ職員 

   （育児などに関する悩みや発育に関する相談に応じ、適切なアドバイスを行う） 

   

 

4、子育て支援環境相関図 

                 

               周知・   

                      啓発              

職場の同僚 

                                        

                            配 慮 

          協 力                     

               子育て中の職員       

及び次世代の親   助 言     サポーター 

    助 言            

                               

                             

 

     

事業主（任命権者）としての支援 

 

 
職場の上司 

 

子育て 
 アドバイザー

子育て 
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Ⅲ 具体的な取り組み 

 

第１節  子育て制度の利用拡大・推進のために 

 

（（１１））子子育育ててにに関関すするる諸諸制制度度のの周周知知  
 

 職員アンケートの結果では、「産前産後休暇」「育児休業制度」などよく利用されている

ものについては、認知度は高いが、｢妊娠中の女子職員の業務軽減・補食の保障｣などにつ

いては、認知度が低い結果となりました。 

また、事業主として本市の次世代育成支援対策に効果的な取り組みとして「妊娠中及び

出産後の職員に対する諸制度の周知」の回答率も高く、制度周知のための施策が必要です。 

 

               （数値目標は3年後の数値）            
実施プラン及び目標値 

①子育てに関する諸制度の周知  ⇒20～30代女性職員の認知度50％ 

                ⇒「塩竈市の子育てに関する諸制度のしおり」を作成  

②妊娠中の女性職員の特休の取得促進 

③配偶者の出産前後特休の取得促進 

④妊娠中の女性職員の母性保護・健康管理への配慮  

⇒妊娠中の女性職員への電磁波エプロンの貸し出し 

⑤看護休暇の拡大の検討 

 

事業主としての役割  

 

⇒子育て支援に関する施策を推進するため、機会を捉えて、全職員が理解・協力

しあう職場環境づくりに努めるように喚起します。 

 

 ⇒母性保護、特別休暇、育児休業などの諸制度を分かり易くまとめた「子育てに

関する諸制度のしおり」を作成、庁内掲示板へ掲示します。 
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（（２２））育育児児休休業業制制度度のの充充実実  
 

 育児休業制度は「仕事と子育てを両立させたい」という女性たちの切実な願いにより作

られたものですが、様々な課題もあります。出産しても安心して働きつづけられるよう、

制度を支える職場全体の配慮が必要です。 

 職員アンケートでも、育児休業を取得した感想として「子育ての大変さと喜びを実感し

た」が 8 割以上を占め、その他「仕事上にも活かせる経験ができた」などの意見もありま

した。しかし、育児休業を取得する際に障害となったことに関しては「経済的に厳しくな

ること」「業務に支障がないように措置すること」が高い数値を占めました。また育児休業

取得促進のための取組に関しては、「業務体制の工夫・見直し」「職場の意識改革」「休業期

間中の経済的支援の拡大」が5割を超えました。 

                         

                              

               （数値目標は3年後の数値） 
実施プラン及び目標値 

①育児休業取得職員の取得例の紹介 

②希望する育児休業期間の完全取得  ⇒希望者100％ 

③育児休業中職員の代替職員の確保   

④育児休業に関する経済的支援への働きかけ 

⑤育児休業からスムーズな復帰のための支援 

 

事業主としての役割 
 

 

⇒育児休業取得職員の取得例を紹介します。また、職員が産前産後休暇及び育

児休業を取得した場合など、速やかに代替職員の配置を行い、業務に支障が

ないように配慮します。 

職員の役割  

 

職場の上司⇒母親だけではなく、父親も育児休業が取得できることを職員に通知します。

職員から育児休業取得の希望があった場合は、快諾し職場の中で応援体制を

作ります。 

職場の同僚⇒職員が育児休業を取得しやすい雰囲気を協力して作ります。スムーズな復帰

のために職場環境を整え、復帰一ヶ月前に職場の状況を知らせます。 

子育て中の職員 

     ⇒仕事は、職場の同僚達がサポートします。特に男性職員については、育児休

業取得について、家族で積極的に話し合います。 
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（（３３））男男性性のの育育児児休休業業のの活活用用  
 

本市においては、男性職員の育児休業の取得は現在まで全くありません。父親も子育て

の喜びを実感するとともに、子育ての責任を認識するため、積極的に育児に参加すること

が求められており、男性職員の育児休業の取得促進が求められています。このため、男性、

女性を問わず育児休業を取得しやすい職場環境を整備する必要があります。 

職員アンケートにおいて、男性職員へ子の出生時に特別休暇の取得について質問したとこ

ろ、「積極的に取得したい」「できるだけ取得したい」が3割を超えました。しかし、「仕事

の状況次第でわからない」も2割を超えました。 

男性の育児休業について「促進すべき」が 6 割以上を占めました。どうして育児休業を

取得しなかったのかについては「男性が取得する例がまだ少ないから」という男性職員の

回答がありました。本市ではまだ男性の育児休業の取得例はありませんが、男性職員が育

児休業を取得できる環境整備などが必要となってきます。 

 

               （数値目標は3年後の数値） 

                         

実施プラン及び目標値 

①男性職員の育児休業取得例の情報提供 

②男性の育児休業の取得促進      ⇒育児休業取得対象者の取得30％ 

③男性の育児休業促進のための職場啓発 

 

事業主としての役割 
 

 

 

    ⇒男性の育児休業取得例の情報提供や、男性職員が育児休業を取得しやすい職場

環境づくりをします。 
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第２節 ゆとりある子育て環境のために  

 

（（１１））子子どどももととふふれれああうう時時間間のの確確保保  
 

 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、大変重要な

ことです。このため、今、親子のふれあう機会を確保するための対応が求められています。 

 職員アンケートでは、国が制度化した子育てによる半日勤務制度の導入に関して「半日

勤務のパターンは何種類かあった方が良いと思う」が5割強となっており、「積極的に取得

したい」も24.1％との結果で、導入に関しての職員の期待が現れています。 

年次有給休暇の取得を促進するために必要な取組に関しては、「業務遂行体制の工夫・見

直し」「職場の意識改革」の回答率が高い結果となりました。 

超過勤務を減らす効果的な方法としては「事務の簡素化、合理化」「個々の職員の心がけ」

の回答率が高い結果となりました。超過勤務の抑制に関しては、本市では平成 18 年 9 月

より時差勤務を実施するなど、積極的に取組んでいます。超過勤務の抑制に、子育て中の

職員はもちろん、全職員で取り組みます。 

 

               （数値目標は3年後の数値） 実施プラン及び目標値 

 

①子育てによる半日勤務制度導入の検討 

②各種休暇を取得しやすい職場環境整備 

⇒年休取得日数 年間 13日（参考：平成17年平均 11.5 日）      

③超過勤務抑制への取り組み            

⇒時差勤務の徹底、超過勤務月限度時間・30時間、時刻・午後10時 

ノー残業デー実施の徹底 

④妊娠中の両親学級などへの積極的参加    

    

 

職員の役割  

 

職場の上司⇒特に事務事業が繁忙となる時期と業務量を的確に把握し、課内の全職員で対

応する体制を作ります。さらに、所属職員が必要なときに年次有給休暇を取

得できるような職場づくりを心がけます。超過勤務の原則限度時間を設定、

ノー残業デーの完全実施を推進します。年次有給休暇を活用した両親学級な

どへの積極的参加を促します。 
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（（２２））仕仕事事とと子子育育ててのの両両立立  
 

 夫婦がともに協力しあい楽しく家事・子育てをしながら働くことは、未来創りそのもの

です。生きること、働くこと、育てることは本来夫婦で協働するもの、という基本認識が

大切なのではないでしょうか。 

 職員アンケートから、仕事と子育ての両立について「大いに負担に思う」「やや負担に思

う」との回答を合わせると、女性職員のみで 7 割強になります。負担をなくすために必要

なことは、「配偶者の理解や支援」「職場の上司、同僚の理解や支援」など人的支援を必要

としている回答がそれぞれ6割を超えました。 

 共働き家庭において男女共に働きつづけられる工夫については、「家事・育児の分担」が

8割を超えた結果となりました。 

 また子育て中は、何かと悩みを抱えることが多くなるため、職場・配偶者・家族などの

サポートはもちろんのこと、一人で抱え込まず、家庭外の様々な人々とのふれあいや、経

験者のサポートが大切です。そのことにより、子どもの成長のみならず、親自身の成長の

ためにも有益なことが多いからです。また、地域のサポートセンターを積極的に活用する

ことも良い方法です。 

  

 

 

 

①子育てアドバイザー・サポーターの設置  

②メンタルヘルス相談窓口の活用 

③子育て情報の提供 

④男性職員の家事・育児の促進 

⑤病中保育の情報提供 

⑥男女共同子育ての職場啓発の推進 

⑦セクシャルハラスメントの防止対策の実施 

⑧旧姓使用の導入検討 

実施プラン及び目標値 
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事業主としての役割 
 

 

 

⇒メンタルヘルスについては、共済組合が実施している相談窓口の利用を促し

ます。また、職員が性により差別されることなく、一人ひとりの意欲や能力

適性に基づく公正な取扱いを受けるよう、女性の職域拡大や登用を図ります。

さらに、職場におけるセクシャルハラスメントは、職場の個人としての尊厳

を不当に傷つけ、能力発揮を妨げることから働く男女をお互いのパートナー

として、持てる能力を充分発揮できるよう、セクシャルハラスメントの防止

対策の周知啓発を図ります。また、旧姓使用については、今後の検討課題と

します。 

 

 

 

 

職員の役割 

子育てアドバイザー 

     ⇒自分の子育てについての体験談を、子育て中の職員や次世代の親となる職員

に紹介します。 

 

子育てサポーター 

     ⇒男性の家事・育児の促進のため、実施例の積極的な情報提供をします。また、

様々な子育て情報を子育て中の職員へ提供します。さらに病中保育の情報提

供をします。 
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第３節 子どもの健やかな成長のために  

 

（（１１））ののびびののびび塩塩竈竈っっ子子ププラランンととのの連連携携をを踏踏ままええたた施施策策のの実実施施  
 

 特定事業主行動計画においては、次世代育成支援計画「のびのび塩竈っ子プラン」との

密な連携を図り、子育てモデル事業主であることを自覚し、子育て就労環境改善、職場の

子育てに対する意識高揚及び子育てに関する地域活動の奨励を図る必要があります。 

職員アンケートの結果では、子ども連れの来庁者に対する支援策として「ベビールーム

の設置」「子どもの遊び場コーナーの設置」「来庁時子どもを一時託児できるシステムの構

築」が高い数値となりました。また、庁内託児施設については「必要である」が 6 割近い

数値となりましたが、一方育児休業などによる他の対策の方が重要だと思うという回答も

多くありました。 

子育てに対して事業主として必要なものは、「育児休業を取得しやすい環境の整備」「妊

娠中及び出産後における配慮」が高い数値となりました。 

今回の計画策定における国の指針の他に事業主として必要と思われる事項においては、

「子育てをしている職員に対する人事異動についての配慮」「妊娠中及び出産後の職員に対

する諸制度の周知」「庁内託児施設の設置」が高い数値となりました。 

  

実施プラン及び目標値  

 

①子どもの遊び場などの設置で来庁者支援   

②子育てに関する地域コミュニケーション活動の奨励  
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