
栗東市特定事業主行動計画 

 
 

 

 本市では、平成１７年度から平成２６年度までの時限法である次世代育成支援対策推

進法に基づき栗東市特定事業主行動計画を策定し、平成２２年度に取り組み内容の改訂

を行いながら、１０年間の計画期間について実施してきました。 

 次世代育成支援対策推進法の期限が令和７年３月３１日まで延長されたことに伴い、

平成２８年３月に第３期分として栗東市特定事業主行動計画を見直し、第４期において

は第３期の実績を踏まえ、目標の再設定等行いました。 

 

 なお、前々回改訂に引き続き、栗東市特定事業主行動計画（第４期）においても改訂

の概要が分かるよう「見直し概要」欄を設けることとしました。 
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栗東市特定事業主行動計画（第４期） 
 

Ⅰ 総論 

 

目  的 

国の行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、本市職員（以下、

「職員」という。）が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニー

ズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、栗東市特定事

業主行動計画（以下「行動計画」という。）を策定し、公表することとする。ま

た、行動計画は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定

事業主行動計画として位置付ける。 

 

 

計画期間 

令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間 

ただし、１年ごとの計画の見直しは出来るものとする。 

（令和２年４月１日改訂） 

 

 

計画の 

推進体制 

（１）次世代育成支援対策を効果的に推進するため、毎年度に行動計画の実施状

況を把握し、適宜、その後の対策の実施や行動計画の見直しを図る。 

（２）職員に対する次世代育成支援対策に関する研修や情報提供を行う。 

（３）職員に対する仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う。 

（４）職員に次世代育成支援対策を啓発することにより、行動計画の内容を周知

徹底する。 

（５）女性の職業生活における活躍の推進に関する事項については、数値目標を

設定し、当該目標の達成に向けて取り組むとともに、毎年度、実施状況を

報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 具体的内容 

 

１ 勤務環境の整備に関する事項 

 

  (1)  妊娠中及び出産後における配慮 

推進項目１ 
母性保護及び母性健康管理に関する各種制度並びに出産費用の給付等の支援措 

置（以下「各種制度等」という。）の周知徹底 

実施内容 

１ 母性保護及び母性健康管理に係る特別休暇・職務免除の制度及び出産費用の給

付等の経済的支援措置についてより一層の周知徹底を図るため、常時グループウ

ェアの共通様式等で閲覧できるようにする。 

２ 男性職員の育児休業制度の拡大について、対象職員に対しての説明を重点的に

行う。 

見直し概要 旧推進事項１を継承し、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 

 

推進項目２ 職場全体における業務分担の見直しや産前産後休暇取得時の代替要員の確保 

実施内容 

１ 職員が妊娠を申し出た場合、所属長は、職場内の仕事の分担の見直しを行い、その職

員の負担とならないよう母性保護に努めるとともに、特定の職員に負担がかかることの

ないよう配慮する。 

２ 所属長は、職員が産前産後休暇を取得する際には、会計年度任用職員の採用により、

代替要員の確保を行う。 

３ 総務課は、その徹底を図るため、当該職員の所属長に対しその確認を行う。 

見直し概要 旧推進項目２を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2) 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 

推進項目３ 

１ 父親の出産時特別休暇取得の促進 

 （妻の就労の有無にかかわらず、男性職員の育児参加を促進し、子どもを持つこ

とに対する喜びを実感するとともに出産後の配偶者を支援するため、休暇取得の

目標を設定して、子どもの出生時における父親の休暇取得を推進する。） 

２ 子供の出生時における父親の特別休暇及び出生後の妻の産後休暇中のいわゆ

る「産後パパ育休」についての制度周知の徹底を図るため、常時グループウェア

の共通様式等で閲覧できるようにする。 

実施内容 

１ 全職員に対し、冊子等により職員の妻が出産する場合の特別休暇等（２日間）、

育児参加のための特別休暇（５日間）について周知する。 

２ 男性職員の積極的な育児参加の取り組みを促進する。 

３ 上記特別休暇と週休日や年次有給休暇を活用することによる連続休暇の取得

を促進するとともに、取得しやすい職場の環境づくりに努める。 

見直し概要 旧推進項目３を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 
平成１７年度から 

（育児参加のための特別休暇の実施は、平成２６年度から） 

【目標】 

令和６年度末までに、妻が出産する場合の特別休暇及び育児参加のための特別休

暇について、対象となる男性職員のうち制度の利用を希望する職員は１００％取得

できる環境とする。（継続） 

産後パパ育休については、取得率を令和６年度末までに、対象者の５％以上とす

る。（継続） 

 

(3)  育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

推進項目４ 

育児休業及び部分休業又は育児短時間勤務制度の周知徹底 

（妻の就労状況等にかかわらず、男性職員の育児休業及び部分休業又は育児短時間

勤務が可能であることから、制度の活用に向けた周知徹底を図る。） 

実施内容 

全職員が育児休業等について、いつでも必要な情報を得られる環境を整えるとともに

比較的認知度の低い職員層に対する情報の積極的な提供等により、職員全体の認知度を

向上させる。 

○ 全職員に対し、冊子等により育児休業等について情報を提供する。 

○ 子育てをする職員に対し、冊子等により育児休業等に関する給与上の取扱いや育

児休業中の経済的負担などについての情報を提供する。 

○ 新規採用職員に対する研修において、育児休業等に関する基本的事項について情

報提供する。 



見直し概要 旧推進項目４を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 

平成１７年度から 

・子育て支援冊子の作成 平成２１年度 

・子育て支援冊子の改定 令和２年度・令和４年度・令和６年度 

【目標】 

令和６年度末において、男性職員の育児休業、部分休業又は育児短時間勤務の取得

率を５％以上とし、女性職員の育児休業等の取得率については現状を下回らないこと

とする。 

（参考）令和元年度の取得実績 

：男性職員の育児休業、部分休業又は育児短時間勤務取得者  １人 ２．６％ 

：女性職員の育児休業、部分休業又は育児短時間勤務取得者 ４７人 １００％ 

 

 

推進項目５  育児休業及び部分休業又は育児短時間勤務を取得しやすい環境整備 

実施内容 

 育児休業等について、その取得には周囲の職員の理解が必要なことから、その重要性

について、所属長に対して総務課が通知等を行い、制度の周知徹底を図ることにより、

女性職員はもとより、男性職員が当該制度の活用を容易となるよう周知及び環境整備を

行う。 

○ 子育てをする職員に対し、育児休業等に関する個別の相談や質問に対応する。 

○ 所属長に対して、男性職員が育児休業等をすることに周囲の職員からの理解・支

持が得られるよう、職場環境を調整するためのノウハウを提供する。 

○ 所属長は、育児休業の申請があった場合、職場において業務分担の見直し等

を行うとともに、育児休業代替職員の配置について課内で協議する。 

○ 総務課は、育児休業の取得手続きや経済的な支援等について情報提供を行う

等、制度の周知を図る。また、女性職員から妊娠の報告があった場合、総務課

は当該職員と当該所属長に対し、個別に制度の説明を行う。 

○ 男性職員の育児休業等の取得促進について、制度改正の周知徹底を図るため

常時グループウェアの共通様式等で閲覧できるようにする。 

見直し概要 旧推進項目５を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 

 

 

 



推進項目６  育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

実施内容 

育児休業期取得間が長くなっている現状から、育児休業中の職員の業務に関する

不安感を緩和するため、必要に応じて職場の情報に触れることのできる環境を整えると

ともに、職場復帰後は個別の事情に応じて、積極的な支援を行うことにより、育児休業

を取得した職員の復職への不安を軽減する。 

○ 育児休業中の職員に対し、職場帰復帰に向けて必要となる様々な情報や職場の 

動きなどに関する情報を提供する。 

○ 所属長に対し、職場復帰後間もない職員に対する積極的な支援策（事務分担の 

見直し、ＯＪＴ研修等）を周知する。 

○ 育児休業中の職員及び職場復帰した職員に対し、相談窓口において、円滑な職 

場復帰のための個別の相談や質問に対応する。 

見直しの概要 旧推進項目６を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 

 
 

推進項目７ 育児休業に伴う会計年度任用職員の活用 

実施内容 

○ 所属長に対して、会計年度任用職員に関する制度や手続きの説明等を提示する。 

○ 会計年度任用職員の活用は、育児休業時はもちろんであるが、育児短時間勤

務においても時間数により活用が可能であることの制度説明を行い、各職場の

意識改革を図る。 

見直しの概要 旧推進項目７を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)  子育てをする職員を支援するための取組み 
 

推進項目８  子育てをしている職員の職場環境や周囲の職員の意識の向上 

実施内容 

 所属長は、課員から育児休業の取得の申請があった場合、業務分担の見直し等を

行うとともに、育児休業代替職員の配置について、当該職員と総務課で協議する。 

○ 子育てをする職員に加えて、全職員に対し、冊子等により、子育てをする職

員の支援について参考となる意見を紹介する。 

○ 子育てをする職員に対し、相談窓口において、子育てに関する個別の相談や

質問に対応する。  

○ 子育てをする職員に対し、冊子等により、保育情報を入手しやすいように情

報を提供する。 

○ 就学後における子育ての重要性に配慮し、個別の事情に応じた働き方を選択

できるよう職場環境を整備する。 

見直し概要 旧推進項目８を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 

 

 (5)  時間外勤務の縮減 

推進項目９  時間外勤務縮減の推進 

実施内容 

１ 所属長は、職員の時間外勤務の状況等を的確に把握した上で、個々の職員に対

して指導を実施するなど可能な限りの縮減に努める。 

２ 所属長は、率先して早期退庁するとともに、定時以降の会議や打合せを控える

など、職員が早期退庁しやすい環境作りに努める。 

見直し概要 旧推進項目９を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

【目標】 

令和元年度における時間外勤務の職員（係長級以下職員）一人あたりの月平均時

間数は１１．６時間で、前回改定時（平成２６年度）の時間外実績値９．２時間よ

り増加傾向であることから、前回改訂時の目標値を据置き、引続き削減に努める。 

平均時間外勤務時間数を令和６年度実績において、令和元年度実績の５％縮減

（平均１１時間／月）とする。 

 
 



推進項目１０ 

小学校就学の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の制

限制度の周知徹底 

３歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合は、時間外勤務

をさせてはならない。 

実施内容 

 小学校就学の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の制

限に係る制度について、冊子等の掲載によりその認識度を１００％に近づけることによ

り、職業生活と家庭生活の両立を支援する。 

見直し概要 旧推進項目１０を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 
 
 

推進項目１１  一斉定時退庁日制度の徹底 

実施内容 

 本市においては、現行、毎週水曜日を「ノー残業デー」として位置付け、一斉定時退

庁を促しているが、庁内放送や庁内ＬＡＮ等による呼びかけや管理職職員による定時退

庁の率先垂範及び所属長に対して当該制度の一層の徹底を促すことにより、子どもとの

ふれあいの時間を増やし、職業生活と家庭生活の両立を支援する。 

見直し概要 旧推進項目１１を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 

 

推進項目１２  事務の簡素・合理化の推進 

実施内容 
 所属長は、各所属の効率的な事務遂行に努めることにより、ワークライフバラン

スの推進を図る。 

見直し概要 旧推進項目１２を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 
平成１７年度から 

（ワークライフバランスの視点による実施は、平成２１年度から） 

  

 

 

 

 

 



(7) 休暇取得の促進 

推進項目１３ 

 休暇取得がしやすい職場環境の整備 

 (子育てをする職員が、子育ての保育所・学校等の行事や病気等の際に休暇を取

得することに抵抗を感じることのない職場環境を整える。また、子どもの看護の

ための休暇等の認知度が十分でないことから、制度内容等を周知する。） 

実施内容 

①  所属長に対し、研修やグループウェアの電子掲示板等で年次有給休暇の取得

促進について喚起を行う。 

② 所属長は、所属員の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な年次有給休

暇の取得を指導する。 

③ 年次有給休暇の取得状況の低い所属に対しては、年次有給休暇取得推進の注

意喚起を行う。 

④ 所属職員が安心して年次有給休暇を取得できるように、事務処理において所

属内の相互応援体制を整備する。 

⑤ 総務課は「子等の看護休暇」等の認知度を高めるべく、職員に対し冊子等で

制度内容の周知を図る。 

見直し概要 
旧推進項目１３を継承のうえ、引続き実施する。 

職員に対する制度の周知項目を新たに追加した。 

【目標】 

年次休暇取得率（夏季特別休暇を含まない。）を令和６年度において、１０％

増（取得日数約４日増）を目標とする。 

（参考）令和元年度平均取得日数及び取得率 ７．２日 18.5％ 

 

 

推進項目１４ 年次有給休暇・夏季休暇の取得の促進及び連続休暇の促進 

実施内容 

１ 総務課は、国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次有給休暇の取得促進を図る

ため、当該期間の前にグループウェアの電子掲示板を通して喚起を行い、取得

計画表の提出を義務づける。 

２ 総務課は、年次有給休暇を利用した１週間連続の休暇（リフレッシュ休暇）

取得の推進を図るため、グループウェアの電子掲示板を通して喚起を行う。 

見直し概要 旧推進項目１４を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 
１ 平成１７年度から 

２ 平成１８年度から 

 

 



推進項目１５ 
 子どもの入学・卒業及び授業参観日等における年次有給休暇及び学校行事休暇の 

取得の促進 

実施内容 

 子どもの入学・卒業及び授業参観日等における年次有給休暇及び「学校行事休暇（平

成26年4月創設）」の取得を促進することにより、職業生活と家庭生活の両立を支援す

る。 

 総務課は「子等の看護休暇」等の認知度を高めるべく、職員に対し冊子等で制度

内容の周知を図る。 

見直し概要 旧推進項目１５を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 
  平成１７年度から 

（学校行事休暇の取得推進は、平成２６年度から） 

 

 

推進項目１６ 

子どもの看護休暇等の特別休暇を常時グループウェアの共通様式等で閲覧でき

るようにし、周知を図る。また、所属長は、その取得を希望する職員に対して、

取得しやすい職場づくりを図る。 

また、子が２人以上の場合は、１０日取得できるなど制度内容について啓発す

る。 

実施内容 
 子どもの看護を行うための特別休暇について、その制度の周知徹底を行い、当該特

別休暇の取得促進を図る。 

見直し概要 旧推進項目１６を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 

 

 (8)  人事異動等における配慮 

推進項目１７ 人事異動等における配慮 

実施内容 
 勤務条件を異にする異動を発令する場合、自己申告書や職員からのヒアリング

に基づき、子育ての状況に応じた人事上の配慮を可能な限り行う。 

 
見直し概要 旧推進項目１７を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 

 

 



２ その他の次世代育成支援対策に関する事項 

 

  (1)  子育てバリアフリー 

推進項目１８ 子育てバリアフリーの実施 

実施内容 子ども連れで来庁される市民の方に対して、配慮した施設整備等を推進する。 

見直し概要 旧推進項目１８を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 必要に応じて整備する。（令和元年度 授乳室の整備） 

 

 

 (2)  子ども・子育てに関する地域貢献活動 

推進項目１９ 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

実施内容 

 子ども・子育てに関する活動等の地域貢献活動に職員が積極的に参加しやすい

職場の雰囲気作づくりに心掛けるとともに、常時グループウェアの掲示板等にお

いてこのことの喚起を行う。 

見直し概要 旧推進項目１９を継承のうえ、引続き実施する。 

実施時期 平成１７年度から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する事項 

 

  (1)  男性の育児休業の取得促進 

推進項目２０ 男性の育児休業の取得 

実施内容 
各種休業制度、柔軟な働き方に資する制度について、職員に周知する。 

各種ハラスメントの発生防止に向けた職員の意識を徹底する。 

目標 
男性職員のうち計画期間中に育児休業を取得した者の延べ人数 

延べ５人（目標年度：令和６年度） 

見直し概要 

実施時期 

旧推進項目２０を継承のうえ、引続き実施する。 

延べ４人から５人に修正  

 

 

(2)  管理職への女性の登用 

推進項目２１ 管理職への女性の登用 

実施内容 多様なポストへ女性職員を積極的に配置する。 

目標 
管理職に占める女性職員の割合 

３３．４％（目標年度：令和６年度） 

見直し概要 

実施時期 

令和元年度実施において２９．８％であったことから、旧推進項目２１を継承 

のうえ、引続き進めていく。 

 

 


