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山口市特定事業主行動計画 

『職員のための次世代育成及び 

 女性活躍推進に関するプラン』 
 

（平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日） 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

 本市ではこれまで、次世代育成支援対策推進法の規定に基づく特定事業主行動計画として

『職員のための次世代育成プラン』を、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の

規定に基づく特定事業主行動計画として『女性職員の活躍推進に関するプラン』を策定し、

次世代育成のためのワークライフバランスの確保及び女性活躍推進に向けた取り組みを進め

てきました。平成２９年度末で両プランの計画期間は一旦終了しましたが、引き続き法に基

づき特定事業主行動計画を策定し、それに沿った取り組みを進めていく必要があります。 

 

 職員の子どもたちの健全育成を図るための『職員のための次世代育成プラン』と、女性職

員の活躍を進めるための『女性職員の活躍推進に関するプラン』とは、どちらもワークライ

フバランスの推進や休暇・休業などの制度の周知・活用が重要でありますことから、一体的

に取り組んで行くことが望ましいと考え、このたび『職員のための次世代育成及び女性活躍

推進に関するプラン』（以下「プラン」という。）として、包括的な計画を策定しました。 

 

 このプランは、職員が父親・母親として、安心して子育てをしていくことができるよう、

また、組織全体で女性職員の活躍を推進していくとともに、男女ともに働きやすい職場の実

現を目指しています。男性も女性も、子どものいる人もいない人も、職員一人一人が、この

計画を自分自身に関わることと捉え、お互いに助け合い支え合っていきましょう。 

 

平成３０年４月１日 

 

                        山口市長 

                        山口市議会議長 

                        山口市教育委員会 

                        山口市選挙管理委員会 

                        山口市代表監査委員 

                        山口市公平委員会 

                        山口市農業委員会 

                        山口市上下水道事業管理者 

                        山口市消防本部 
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１１１１    計画計画計画計画期間期間期間期間    

 

計画期間は平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間とします。 

 

２２２２    プランのプランのプランのプランの実施実施実施実施にあたってにあたってにあたってにあたって    

このプランを実りあるものとするためには具体的な行動が必要であり、行動が伴わなけ

れば何も変わりません。 

  組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進していくとともに、男女ともに働き方を改革

し、働きやすい職場を目指すためには、職員一人一人が内容をよく理解することはもちろ

んのこと、責任ある立場の職員が自らの行動を再認識することが必要であり、「人事担当部

署」、「所属長」、「職員」などの主体別の行動を明確にして取り組むこととします。 

  また、この計画の策定・実施を効果的に推進するために設置した「山口市次世代育成支

援対策及び女性職員の活躍推進にかかる特定事業主行動計画策定・推進委員会」では、各

年度ごとのプランの実施状況をフォローし、必要に応じてプランの見直しなどを行います。 

 

２２２２    基本目標基本目標基本目標基本目標とととと具体的取組具体的取組具体的取組具体的取組みみみみ    

 

基本基本基本基本目標目標目標目標（（（（１１１１））））    制度制度制度制度のののの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底    

    

◆◆◆◆「「「「職員職員職員職員のののの育児育児育児育児ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック」」」」のののの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底    

⇒ 人事担当部署は、母性保護、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「職員の育児ハンドブック」を適宜更新するとともに、引き

続き、キャビネットに掲載し、周知を図ります。（「山口市グループウェア」を見られる

環境にない職場には冊子で配布します。） 

⇒ 所属長は、「職員の育児ハンドブック」の内容を自らも十分に理解し、職場において妊

娠している職員や男性を含め子育て中の人が各種制度を利用しやすい雰囲気を作りまし

ょう。 

⇒ 職員は、「職員の育児ハンドブック」を熟読の上、自らの仕事と家庭生活の両立を図る

ために、活用することに努めましょう。 

 

◆◆◆◆    研修等研修等研修等研修等によるによるによるによる啓発啓発啓発啓発とととと周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底    

⇒ 人事担当部署は、育児に関する制度改正がされた場合には、庁議等の場において随時

制度等の趣旨を周知し、全庁的な情報の共有化により職員全体の意識改革に取り組みま

す。 

 また、新規採用職員研修において、「職員の育児ハンドブック」を資料とし、「仕事と

子育ての両立」についての啓発を行います。  
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基本目標基本目標基本目標基本目標（（（（２２２２））））    出産出産出産出産にににに向向向向けたけたけたけた環境整備環境整備環境整備環境整備    ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ１１１１    

～～～～父親父親父親父親・・・・母親母親母親母親になるとわかったらになるとわかったらになるとわかったらになるとわかったら～～～～    

    

◆◆◆◆    父親父親父親父親・・・・母親母親母親母親になるとわかったらになるとわかったらになるとわかったらになるとわかったら速速速速やかにやかにやかにやかに申申申申しししし出出出出ましょうましょうましょうましょう。。。。    

⇒ 職員は、父親・母親になることが分かったら、休暇などの諸制度の活用や人事上の配

慮のためにも必要ですので、できるだけ速やかに所属長に申し出るようにしましょう。 

⇒ 所属長は、速やかに人事担当部署に報告し、職員とともに、諸制度の活用のための諸

手続きなどの理解に努めましょう。 

⇒ 人事担当部署は、所属長から報告を受けた後、父親・母親になる職員に育児関係の休

暇制度、給与関係の手続きなど、各種制度の内容及び提出書類について説明を行い、職

員及び職場が安心して制度の運用ができるよう取り組みます。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標（（（（３３３３））））    出産出産出産出産にににに向向向向けたけたけたけた環境整備環境整備環境整備環境整備    ＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰＳＴＥＰ２２２２    

                                ～～～～妊婦妊婦妊婦妊婦とおとおとおとお腹腹腹腹のののの中中中中のののの子子子子どもをどもをどもをどもを守守守守るためにるためにるためにるために～～～～ 

 

◆◆◆◆    妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中のののの職員職員職員職員のののの時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務のののの制限等制限等制限等制限等    

⇒ 所属長は、妊娠中の職員から請求があった場合は、深夜勤務及び時間外勤務をさせて

はいけません。 

 

◆◆◆◆    妊婦健康診査休暇妊婦健康診査休暇妊婦健康診査休暇妊婦健康診査休暇のののの利用利用利用利用をしましょうをしましょうをしましょうをしましょう。。。。    

⇒ 職員（妊婦）は、健康な母体を保ち、健康な赤ちゃんを産み育てるため、妊婦健康診

査休暇（特別休暇）を利用し、定期的な受診を心掛けましょう。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標（（（（４４４４））））    育児休業育児休業育児休業育児休業等等等等をををを取得取得取得取得しやすいしやすいしやすいしやすい環境整備環境整備環境整備環境整備    

    

☆☆☆☆達成目標達成目標達成目標達成目標    

    

育児休業育児休業育児休業育児休業等等等等のののの取得率取得率取得率取得率をををを『『『『男性男性男性男性５０５０５０５０％』、『％』、『％』、『％』、『女性女性女性女性１００１００１００１００％』％』％』％』にしますにしますにしますにします。。。。    

    

※男性職員の場合、育児休業取得率目標育児休業取得率目標育児休業取得率目標育児休業取得率目標１３１３１３１３％、％、％、％、妻妻妻妻のののの産前産前産前産前８８８８週間週間週間週間、、、、    

産後産後産後産後８８８８週間週間週間週間においてにおいてにおいてにおいて、、、、各種特別休暇及各種特別休暇及各種特別休暇及各種特別休暇及びびびび年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇をををを利用利用利用利用しししし、、、、    

１０１０１０１０日以上日以上日以上日以上のののの休暇休暇休暇休暇のののの取得取得取得取得したしたしたした場合場合場合場合をををを合合合合わせてわせてわせてわせて５０５０５０５０％％％％を目指します。 

    

    

◆◆◆◆    父親父親父親父親となるとなるとなるとなる職員職員職員職員はははは、、、、妻妻妻妻のののの出産予定日出産予定日出産予定日出産予定日がががが分分分分かったらかったらかったらかったら、「、「、「、「男性職員男性職員男性職員男性職員のののの育児参加計画書育児参加計画書育児参加計画書育児参加計画書」」」」

をををを作成作成作成作成しししし、、、、積極的積極的積極的積極的にににに休暇等休暇等休暇等休暇等をををを取得取得取得取得しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

  ⇒ 父親となる職員は、妻の出産予定日が分かったら、休暇等の諸制度の計画的な活用

や人事上の配慮のために、「男性職員の育児参加計画書」を作成し、所属長を通じて、

人事担当部署へ提出します。 

  ⇒ 所属長は、速やかに人事担当部署に報告し、父親となる職員が休暇等を取得できる
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よう、必要に応じて職場内で臨時的応援態勢を整えましょう。 

  ⇒ 同僚の職員は、父親となる職員が休暇等を取得しやすい雰囲気を周りの職員全員で

作り、職場全体で育児参加をする職員をサポートしましょう。 

 

◆◆◆◆妻妻妻妻のののの出産出産出産出産にににに伴伴伴伴うううう休暇休暇休暇休暇、、、、男性職員男性職員男性職員男性職員のののの育児参加育児参加育児参加育児参加のためののためののためののための休暇休暇休暇休暇のののの取得促進取得促進取得促進取得促進    

⇒ 父親となる職員は、出産をサポートし、家族で支えあう育児の一歩として、「男性職

員の育児参加計画書」を作成し、妻の出産に伴う休暇（特別休暇３日間以内）及び男

性職員の育児参加のための休暇（特別休暇５日間以内）、年次有給休暇を積極的に取得

しましょう。 

⇒ 所属長は、父親となる職員が休暇を取得できるよう、必要に応じて職場内で臨時的

応援態勢を整えましょう。 

⇒ 同僚の職員は、父親となる職員が連続休暇を取得しやすい雰囲気を周りの職員全員

で作り、職場全体で育児をする職員をサポートしましょう。 

 

◆◆◆◆育児休業等育児休業等育児休業等育児休業等のののの円滑円滑円滑円滑なななな取得促進取得促進取得促進取得促進    

⇒ 人事担当部署は、父親・母親になる職員から要望があれば、随時、休暇や給与関係

等の諸制度の手続きに関して説明を行うほか、職員が安心して育児休業や育児部分休

業の取得、育児短時間勤務制度の利用ができるよう、任期付採用や臨時的任用制度に

よる代替職員の確保に努めます。 

⇒ 所属長は、業務に支障が出ないように、人事異動、任期付採用や臨時的任用制度の

利用による代替職員の確保や業務分担の見直しを検討しましょう。 

⇒ 父親・母親になる職員は、制度を活用し、育児休業や年次有給休暇等を積極的に取

得しましょう。 

 

◆◆◆◆育児休業育児休業育児休業育児休業からのからのからのからの円滑円滑円滑円滑なななな復帰支援復帰支援復帰支援復帰支援    

⇒ 所属長や同僚の職員は、育児休業中の職員が長期間職場を離れるため、孤独に感じ

たり、「職場復帰しても、ついていけないのではないか。」と不安に陥らないように、

メール等で最近の業務状況を知らせるとともに、休業中の職員が職場に電話したりメ

ールしたりしやすい雰囲気づくりをしましょう。また、復職日が近づいてきたら、当

面の仕事のスケジュールを知らせるとともに、復職時には職場内研修等を実施し、円

滑な職場復帰ができるよう支援しましょう。 

⇒ 人事担当部署は、育児休業中の職員が安心して職場に復帰できるよう適宜相談がで

きる体制に努めます。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標（（（（５５５５））））    子子子子どものどものどものどもの看護休暇等看護休暇等看護休暇等看護休暇等のののの特別休暇特別休暇特別休暇特別休暇のののの取得促進取得促進取得促進取得促進    

 

◆◆◆◆育児休暇育児休暇育児休暇育児休暇（（（（育児時間育児時間育児時間育児時間））））のののの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用    

⇒ 生後１年に達しない子どもを育児中の職員は、授乳等を行うために、１日２回それ

ぞれ３０分以内の期間、育児休暇（保育時間）が取得できることから、該当する職員

は、この休暇を積極的に活用しましょう。 
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⇒ 所属長や同僚の職員は、該当職員が安心して取得できるよう職場全体で支援するよ

うにしましょう。 

 

◆◆◆◆子子子子どものどものどものどもの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇のののの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用    

⇒ 中学校未就学の子を持つ職員は、病気等による看護のために子ども一人につき年５

日間（二人以上の場合は最大 10 日）の子ども看護休暇が取得できることから、この

休暇や年次有給休暇を活用して、突発的な病気の際には１００％休暇を取得できるよ

う、日頃から周囲の職員とコミュニケーションを図り、急な休暇取得でも困らないよ

うにしておきましょう。 

⇒ 所属長や同僚の職員は、該当職員が安心して取得できるよう職場全体で支援するよ

うにしましょう。 

 

◆◆◆◆子育子育子育子育てててて支援部分休暇支援部分休暇支援部分休暇支援部分休暇のののの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用    

⇒ 小学校１年生から３年生の子を持つ職員は、正規の勤務時間の始めまたは終わりに、

１日を通じて２時間を越えない範囲で休暇を取得できることから、該当する職員は、

この休暇を活用しましょう。 

⇒ 所属長や同僚の職員は、該当職員が安心して取得できるよう職場全体で支援するよ

うにしましょう。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標（（（（６６６６））））    年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇のののの取得促進取得促進取得促進取得促進    

 

☆☆☆☆達成目標達成目標達成目標達成目標    

育児育児育児育児をはじめをはじめをはじめをはじめ職員職員職員職員のゆとりあるのゆとりあるのゆとりあるのゆとりある生活生活生活生活をををを促進促進促進促進させるためさせるためさせるためさせるため、、、、職員一人職員一人職員一人職員一人あたりのあたりのあたりのあたりの年次年次年次年次

有給休暇有給休暇有給休暇有給休暇のののの平均取得日数平均取得日数平均取得日数平均取得日数をををを平成平成平成平成２８２８２８２８年平均実績年平均実績年平均実績年平均実績（（（（１０１０１０１０．．．．６６６６日日日日））））よよよよりりりり２０２０２０２０％％％％増加増加増加増加

させますさせますさせますさせます。。。。    

 

◆◆◆◆    取得状況取得状況取得状況取得状況のののの把握把握把握把握    

⇒ 人事担当部署は、庁議等の場において、定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場

の意識改革を図ります。また、取得状況の確認を行い、取得率が低い所属については、

所属長のヒアリングを実施した上で、注意喚起を行います。 

⇒ 所属長は、職員の取得状況を把握し、計画的に年次有給休暇を取得するよう指導し

ましょう。 

⇒ 職員は、それぞれ年間の年次有給休暇目標日数を設定し、その確実な実行を図りま

しょう。 

 

◆◆◆◆    連続休暇等連続休暇等連続休暇等連続休暇等のののの取得取得取得取得のののの促進促進促進促進    

⇒ 職員は、子どもの学校行事、家族の記念日などの際は、積極的に年次有給休暇を取

得しましょう。また、ゴールデンウイークや夏季休暇取得期間には、連続休暇が取得で

きるよう祝日や夏季休暇等と併せて年次有給休暇を活用しましょう。 

⇒ 所属長は、連続休暇が取得しやすいよう、ゴールデンウイークや夏季休暇取得期間
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において公式会議や行事の調整を行いましょう。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標（（（（７７７７））））    ワークライフバランスをワークライフバランスをワークライフバランスをワークライフバランスを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務のののの縮減縮減縮減縮減    

    

☆☆☆☆達成目標達成目標達成目標達成目標    

時間外勤務時間数時間外勤務時間数時間外勤務時間数時間外勤務時間数をををを対前年対前年対前年対前年度度度度比比比比３３３３％％％％削減削減削減削減していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

 

◆◆◆◆    時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務のののの縮減強化縮減強化縮減強化縮減強化    

⇒ 人事担当部署は、時間外勤務が職員の健康及び福祉に与える影響等を考慮し、時間外

勤務の運用に当たっては「超過勤務の縮減に関する指針」及び「山口市の働き方改革に

関する考え方について（通知）」に基づき、１年につき、２４０時間を超えないよう、ま

た、20 時以降の時間外勤務が必要最小限となるよう、各所属へ徹底を図ります。残業し

ないデーや残業しないデープラスワン及び勤務時間シフト制度などが有効に活用される

よう、所属長への指導の徹底を図ります。 

⇒ 所属長は、この目標に向け、できるだけ時間外勤務を縮減するため、所属内での業務

の在り方や処理方法等について見直しを行いましょう。また、職員の手本となるよう自

ら定時退庁をしましょう。時間外勤務をせざるを得ない場合にも、他の職員が退庁しや

すい雰囲気づくりを心掛けましょう。 

⇒ 職員は、時間外勤務を命令されない限り、周りの職員と声を掛け合って定時退庁する

ようにしましょう。 

    

◆◆◆◆    業務業務業務業務のののの削減削減削減削減、、、、合理化合理化合理化合理化    

⇒ 所属長は、所属において、新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等

について十分検討のうえ実施し、併せて、既存の行事等との関係を整理し、簡素合理化

できるものは簡素合理化し、代替的に廃止できるものは廃止するよう配慮しましょう。 

⇒ 職員は、会議・打ち合わせについては、極力電子メール等を活用し、会議・打合わせ

を行う場合は、会議資料の事前配布をするなど、短時間で効率よく行い、職員一人一人

が業務の効率的な遂行を心掛けましょう。また、出席者が職員に限定される会議につい

ては、午後４時以降に開始時間を設定することは避けましょう。 

 

◆◆◆◆    時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務をををを少少少少なくするなくするなくするなくする意識意識意識意識をををを持持持持ちましょうちましょうちましょうちましょう。。。。    

⇒ 人事担当部署は、毎月、各所属の時間外勤務実績を集計し、時間外勤務状況の把握を   

  行い、時間外勤務が基準を超えた職員には、「疲労蓄積度チェックシート」及び「業務状

況調査」への記入や医師による面接指導を行います。 

⇒ 所属長は、職員の担当業務量を把握し、適切な時間外勤務命令を行いましょう。また、

時間外勤務が多い職員に対しては、日頃から健康管理に特に気を配るようにしましょう。 

⇒ 職員は、日頃の仕事において、事務改善などにより時間外勤務を縮減するよう意識し

ましょう。 
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基本目標基本目標基本目標基本目標（（（（８８８８））））    地域活動地域活動地域活動地域活動へのへのへのへの参加参加参加参加、、、、福利厚生活動福利厚生活動福利厚生活動福利厚生活動のののの推進推進推進推進    

 

◆◆◆◆    地域活動地域活動地域活動地域活動にににに貢献貢献貢献貢献するためにするためにするためにするために    

⇒ 子育て活動に役立つ知識や特技等、また、地域の子育て活動に意欲のある職員は、地

域で行われるスポーツや文化活動など、機会を捉えて積極的に参加しましょう。 

   また、地域づくり活動休暇を利用した地域での活動を通じ、地域全体で子育てをして

いくことのできる環境をつくっていきましょう。 

⇒ 所属長は、職員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気づくりを心掛けましょう。 

⇒ 人事担当部署は、子どもとふれあう機会を充実させるために福利厚生活動の実施にあ

たっては、子どもが一緒に参加できる行事に配慮します。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標（（（（９９９９））））    管理職管理職管理職管理職へのへのへのへの女性職員女性職員女性職員女性職員のののの登用推進登用推進登用推進登用推進    

    

☆☆☆☆達成目標達成目標達成目標達成目標    

管理職管理職管理職管理職にににに占占占占めるめるめるめる女性職員女性職員女性職員女性職員（（（（一般行政職一般行政職一般行政職一般行政職））））のののの割合割合割合割合をををを１０１０１０１０％％％％以上以上以上以上にしますにしますにしますにします。。。。    

    

◆◆◆◆女性職員女性職員女性職員女性職員のののの職域拡大職域拡大職域拡大職域拡大、、、、管理職管理職管理職管理職へのへのへのへの登用推進登用推進登用推進登用推進    

⇒ 女性管理職のロールモデルの紹介や交流等により、女性職員のキャリア意識の醸成を

図るとともに、管理職養成等を目的とした研修を実施します。 

 

基本目標基本目標基本目標基本目標（（（（１１１１００００））））    女性消防職員女性消防職員女性消防職員女性消防職員のののの活躍推進活躍推進活躍推進活躍推進    

 

☆☆☆☆達成目標達成目標達成目標達成目標 

   消防吏員消防吏員消防吏員消防吏員にににに占占占占めるめるめるめる女性消防吏員女性消防吏員女性消防吏員女性消防吏員のののの割合割合割合割合をををを３３３３．．．．２２２２％％％％以上以上以上以上にしますにしますにしますにします。。。。    

 

◆◆◆◆女性女性女性女性がががが活躍活躍活躍活躍できるできるできるできる職場環境職場環境職場環境職場環境づくりづくりづくりづくり    

⇒ 現状において、本市の消防吏員（２４０人）に占める女性消防吏員（６人）の比率は

２．５％となっています。 

消防長は、消防吏員に占める女性消防吏員の比率を、総務省消防庁通知（平成２７年

７月２９日 消防消第１４９号）を踏まえ、３．２％以上にできるよう、女性が活躍で

きる職場環境づくりを進めます。 

※総務省消防庁では、消防吏員に占める女性消防吏員の全国の比率を、平成３８年度当

初までに５％に引き上げることを共通目標としています。 

 

◆◆◆◆女性受験者女性受験者女性受験者女性受験者のののの積極的積極的積極的積極的なななな確保確保確保確保    

⇒ 消防本部は、就職説明会や就職ガイダンス等において、女性消防吏員のキャリアパス

イメージやロールモデルを紹介することにより、消防は女性が活躍できる職場であるこ

との理解を深め、女性受験者の積極的な確保に努めます。 
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４４４４    おわりにおわりにおわりにおわりに    

  このプランをもとに、職員一人一人がお互いに支え合うことの重要性を強く認識し、次

世代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境や、男女ともに働き方を改革し、

働きやすい職場環境づくりができることを期待しています。 


