白井市特定事業主行動計画（第３期計画）に基づく
平成 29 年度実施状況について
１

具体的な取組

(１) 両立支援制度の周知
○管理部門当局
母性保護、育児休業、休暇、超過勤務の制限など、仕事と子育ての両立を支援する
制度（以下、
「両立支援制度」という）について取りまとめ、庁内イントラ等で、正確
で最新な情報を提供します。
○全職員
配信された情報をよく読んで、職場において、妊娠している人や子どもを育ててい
る人が両立支援制度を利用しやすい雰囲気を作りましょう。
(２) 母性の保護及び母性の健康管理
○子育て中の職員
妊娠中及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、深夜勤務及び時
間外勤務の制限、危険業務の就業制限、育児時間などについて労働基準法及び市条例
等によって保護されています。制度の適切な利用に心がけましょう。
○業務管理者
妊娠中の職員の健康管理や安全に配慮し、業務分担の見直しを行いましょう。
(５) 男性職員による積極的な育児参加の促進
○子育て中の職員
妻の就労の有無に関わらず、男性職員の積極的な育児参加は、子どもの成長に非常
に重要となります。父親となる職員は子どもの出生時に特別休暇を活用するとともに、
育児休業や部分育児休業を取得するなど積極的に育児に参加しましょう。
○業務管理者
父親となる職員が特別休暇を取得しやすいよう、必要に応じて職場の中で臨時の応
援態勢を作ってください。また、育児休業等の取得を促すなど職場の雰囲気を作りま
しょう。
○周囲の職員
育児には、家族のサポートだけではなく、職場のサポートも必要です。
職場の人が、特別休暇や育児休業等を取得しやすい雰囲気を作り、男性職員の積極
的な育児参加を支援しましょう。
(９) 子どもの看護を行うための特別休暇の取得の促進
○業務管理者・周囲の職員
平成２２年７月から子どもの看護のための特別休暇制度が、年５日間から対象とな
る子が２人以上の場合には、年間１０日まで取得できるようになりました。子どもの
病気等の際には、この特別休暇制度や年次休暇を取得できる職場の環境づくりに努め
ましょう。
（１）（２）（５）（９）取り組み事項
両立支援を行うための制度をまとめた「白井市の仕事と育児の両立を支援するための
制度の紹介」は、庁内イントラに掲載していますが、産前休暇を予定している職員や配
偶者出産休暇を申請した職員に個別に配布して、制度を周知しました。
実施時期：平成 29 年度を通じて
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(３) 父親・母親になるとわかったら
○子育て中の職員
父親・母親になることがわかったら、できるだけ速やかに、育児をするようになる
ことを職場の業務管理者や管理部門当局に申し出るようにしましょう。両立支援制度
の活用のためにも、職場の業務執行体制の確保や人事上の配慮のためにも必要ですの
で御理解ください。
取り組み事項
申し出をするような周知はしませんでしたが、管理部門当局で情報の収集に努めまし
た。
実施時期：平成 29 年度を通じて
(４) 育児休業及び部分休業を取得しやすい環境の整備
○業務管理者
本計画を推進する上で、所属長の果たす役割はたいへん重要です。職員が仕事と子
育てを両立するための職場環境の整備については、所属長の責務であることを再認識
しましょう。
育児休業の取得の申し出があったら、業務に支障が出ないように臨時的任用制度の
利用による代替職員の確保や、スタッフ制を活用し業務分担の見直しを検討するなど、
職員が安心して育児休業を取得できるようにしましょう。
○周囲の職員
育児休業中は職場から離れていますので、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」と不安になりがちです。職場の庶務担当者からは、スムーズ
な職場復帰が出来るよう休業中の職員に広報紙やメールで業務の状況を知らせるなど、
職場の状況について定期的な情報提供を行うとともに、休業中の職員が職場に電話や
メールなどをしやすいようなメッセージを送るよう心がけてください。
また、同僚や友人の方も、休業中の職員と積極的に情報交換を行い、休業中の職員
の復帰へのサポートをお願いします。
○子育て中の職員
育児休業中の職員も、子どもが寝て一息ついた時間であれば、広報紙に目を通した
り、市のホームページを見たり、職場にメールを送ったりもできるでしょう。円滑な
職場復帰のためにも情報収集に努めてください。
○業務管理者・周囲の職員
育児休業から復帰した職員は、業務に慣れるのに時間がかかる上、子どもの急な発
熱などにも対応しなければなりません。仕事と子育ての両立のための大切な時期です
から、スタッフ制を良く理解し、業務分担について検討するなど、職場全体でサポー
トするようにしましょう。また、業務管理者は適切なＯＪＴに心がけてください。
取り組み事項
制度の周知や職場の環境づくりをしていくため、国等の資料の収集を行うとともに、
育児休業者の円滑な職場復帰の支援や育児休業を取得した専門職の代替職員を確保しま
した。
実施時期：平成 29 年度を通じて
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(６) 時間外勤務の縮減
○管理部門当局
時間外勤務の縮減は、長時間労働の抑制及びワーク・ライフ・バランスの観点から
も全ての職員に関わる重要な課題です。職員の育児参加の推進及び健康で豊かな生活
のための時間確保を目的に、「ノー残業デー」など定時退庁を促します。
○業務管理者
スタッフ制を有効に活用して業務分担を行い、時間外勤務の多い職員や班などに偏
りが生じないよう配慮しましょう。また、自ら定時退庁を率先して行い、他の職員が
退庁しやすい雰囲気づくりに心がけてください。
取り組み事項
九都県市（千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま
市、相模原市）がワーク・ライフ・バランスの重要性を理解し、働き方を見直す契機と
するため実施した「九都県市 一斉 NO 残業 DAY！」
（平成 29 年 8 月 2 日実施）に合
わせて、白井市でも定時退庁を実施するため、庁内イントラで職員に定時退庁の協力を
お願いしました。
実施時期：平成 29 年 8 月 2 日（7 月 25 日に庁内イントラに掲載）
(７) 事務事業の簡素合理化
○業務管理者
新たな事業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を行い、
既存の事業との関係を整理し、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努めましょう。
○全職員
常に研究心をもち、前例にとらわれることなく、業務の効率的な遂行に心がけてく
ださい。
○業務管理者・全職員
会議・打合せについては、極力電子メール、電子掲示板を活用し、会議・打合せを
行う場合には会議資料の事前配布を行うなど、短時間で効率よく行うよう心がけまし
ょう。
取り組み事項
全庁的な事務改善の取り組みであり、より快適に、より効率的に「仕事の改善」を進
める「白井 KAIZEN 運動」を平成 27 年度から取り組んでおり、平成 29 年度は 14 項目
について改善することができた。
実施時期：平成 29 年度を通じて

-3-

(８) 年次休暇の取得の促進
○業務管理者
各職場の実情に応じ、事前に年次休暇の計画表の策定や職員に業務予定を早めに周
知するなどし、計画的な年次休暇の取得を図るよう努めるとともに、職員が安心して
休暇を取れるよう職場の応援体制を確保するなど、職員が休暇を取りやすいよう職場
の雰囲気づくりに努めましょう。
また、ゴールデンウィークや月曜日・金曜日・休日と、年次休暇を組み合わせて連
続休暇の取得が出来るよう、計画的な業務配分に努めましょう。
○子育て中の職員
例えば、次のような時に特別休暇や年次休暇を工夫して（時間休暇を含む。）取得し
ましょう。
・子どもの春休み、夏休み、冬休み
・入学式、卒業式、授業参観、運動会などの学校行事やＰＴＡ活動
・家族の誕生日、結婚記念日
○全職員（県費負担教職員を除く。
）
時間外勤務や休日勤務が続くなど、特に業務が繁忙で疲労している時は有効に時間
休暇を取得し、疲労が蓄積しないようにしましょう。また、月・金と休日を組み合わ
せて年次休暇を取得し、「ハッピーマンデー」、「ハッピーフライデー」をつくるなど、
心身のリフレッシュに心がけましょう。
取り組み事項
夏季休暇について、所属職員が有効に活用できるよう、計画的に取得することについ
て、職員に周知しました。
実施時期：平成 29 年 5 月
(10) 子ども・子育てに関する地域活動への貢献
○全職員
職員の中にはスポーツや文化活動など、子育て活動に役立つ知識や技術等を持って
いる方もいると思います。そのような職員をはじめ、地域の子育て活動に意欲のある
職員は、機会を捉えて積極的に参加しましょう。
○業務管理者
職員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気作りに心がけてください。
取り組み事項
策定した特定事業主行動計画を庁内イントラに掲載して、全職員が見ることが出来る
ようにして、周知しました。
実施時期：平成 29 年度を通じて
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(11) 仕事と生活の調和した働き方の推進
○管理部門当局
職員が、職場で能力を十分に発揮しながら、家庭や地域社会に参画することは、子育
て中の職員はもちろん、全ての職員において大切なことです。
家庭よりも仕事を優先するという職場優先の考え方や固定的な男女の役割分担意識を
解消するため、ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供に努めるとともに、男女共
同参画意識の啓発を図ります。
取り組み事項
情報提供するために、国等の情報を収集しました。
実施時期：平成 29 年度を通じて

２

行動計画の目標に対する実施状況
目 標
(H32 年度末)

実 績
（5 年間）

実 績
（H29）

100％

80％

100％

実績あり

実績なし

10h／月以下

12h／月

12.6ｈ／月

70%

66.5％
(H26)

63.0％

職員に占める女性職員の割合

50％

45.8％

41.4％

管理職に占める女性職員の割合

15％

10.3％

12.7％

内

容

男性職員の配偶者出産休暇取得
率（※）
男性職員の育児休業の取得
（※）
一人当たり月別平均時間外勤務
の縮減（※）
年次有給休暇の取得率
（※）

男性職員の育児参加休暇の取得
（※）
育児・介護に関する支援制度の周
知（※）

促

進

促

進

実績あり

実績なし

促

進

実績あり

実施

男女共同参画に関する研修

促

進

実績あり

実施

女性職員の育成研修

強

化

実績あり

実績あり

（※）次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法の共通する項目
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３

その他女性活躍法第 17 条に基づく女性の職業選択に資する情報公表

〇女性職員の採用割合（平成 29 年度）
職種
女性
男性
一般行政職
5人
14 人
管理栄養士
1人
0人
合計
6人
14 人

合計
19 人
1人
20 人

女性割合
26.3％
100.0％
30.0％

〇採用試験の受験者の女性割合
一般行政職： 29.7％
管理栄養士：100.0％
〇継続勤務年数の男女差
男性職員：19.9 年
女性職員：16.8 年
※経験年数が 1 年未満を除く平成 30 年 3 月末時点
〇約 10 年度前（平成 19 年度～平成 21 年度）に採用した職員の男女別継続任用割合
平成 19・20 年度：採用なし
平成 21 年度
：100％
〇男女別育児休業取得率
男性職員： 0％
女性職員：85.7％
〇各役職段階の職員の女性割合
全体数

うち女性

部長相当職

10 人

課長相当職
課長補佐相当職
係長相当職

34 人
20 人
82 人
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女性の割合
2人
4人
9人
26 人

20.0％
11.8％
45.0％
31.7％

