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Ⅰ 総論 

 

 

 平成15年７月に成立した次世代育成支援対策推進法は、少子高齢社会の中

で、次代の社会を担う子ども達が健やかに育まれる環境の整備に、国や地方

公共団体、企業等が一体となって取組を進めるために制定されたものです。 

 平成17年度から、国及び地方公共団体はこの法律に基づき、一事業主とし

て、自らの職員の子ども達の健やかな育成のための計画を策定し取組を進め

てきました。 

 

 当市においても、平成17年度に計画を策定して以降、２回の見直しを経て、

育児に関する休暇取得の奨励など、子育て支援の取組を進めてきたところで

す。 

 

 現在、我が国では、策定当初よりも少子高齢化と人口減少が進み、当市に

おいても、今後は子育てや介護等の事情を抱え、働く時間や場所に制約のあ

る職員が増加していくことが予測されます。 

 

 そのような中において、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

を推進し、職員一人ひとりの心身の健康が維持できる職場環境を作り、意欲

と満足度を高めていくことは、組織運営上非常に重要でありますが、長時間

労働を前提として成果を積み上げてきた今までの働き方を大きくシフトする

ことは容易なことではありません。 

 平成17年度に計画を策定した当初から、ワーク・ライフ・バランスの推進

は既に課題でありましたが、今なお、十分な長時間労働の是正には至ってい

ない状況にあります。 

 職員がイキイキと効率よく働き、十分な成果を挙げる組織の好循環を目指

すためには、今こそ、長時間労働から脱却し、働き方改革に取り組むことが

重要です。10年先、20年先の組織のあり方を考えたとき、働きにくい組織に

は、優秀な人材は集まらず、職員は留まりません。 

 だからこそ、私は先頭に立って働き方改革に取り組むため、「イクボス宣言」

を行いました。その実現に向けて、職員全員が危機感を持ち、組織が一丸と

なって取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 

 平成２９年３月 

 

             千歳市長 山口 幸太郎 

策定者を代表して 
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Ⅰ 総論 

 

１ 趣旨 

 

千歳市職員の子育て支援に関する行動計画は、急速な少子化の進行や家庭、地域を取り巻

く環境の変化を受けて、次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進するために制定された次世

代育成支援対策推進法に基づき、千歳市長、千歳市議会議長、千歳市選挙管理委員会、千歳

市代表監査委員、千歳市公平委員会、千歳市消防長、千歳市公営企業管理者、千歳市農業委

員会、千歳市教育委員会が策定する特定事業主行動計画である。 

本計画は、平成 17 年４月に当初計画を施行後、平成 21 年４月から施行の第１回見直し版

の計画、平成 24 年４月からは第２回見直し版の計画により、それぞれの計画期間の間に、子

育て支援とワーク・ライフ・バランスの実現に取り組んできたことから、これまでの取組を

踏まえ、本計画を取り巻く環境の変化などを勘案しながら、実効性のある取組を検討し、新

たに策定するものである。 

 

なお、子育て支援とワーク・ライフ・バランスの実現については、女性が職業生活におい

て希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために制定された「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、平成 28年３月に制定した「千歳市女

性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画」においても取り組むべき課題としており、

次世代育成支援と女性活躍推進については共通する背景や課題が多く、一体的に取り組むこ

とが効果的と考えられることから、今後、共通の取組を行っていくものとする。 

 

２ 計画期間 

 

 本計画の期間は、平成 29 年４月１日から平成 37 年３月 31日までの８年間とする。 

  

 次世代育成支援対策推進法は、平成 36 年度までの時限法であり、本計画についても、法律

の期間に合わせて平成 29 年度から平成 36 年度までの８年間を計画期間とする。 

 なお、平成 32 年度を中間年次として、計画の達成状況や本計画を取り巻く環境の変化など

を勘案しながら見直しについて検討する。 

 

３ 策定主体 

 

 市長、市議会議長、選挙管理委員会、代表監査委員、公平委員会、消防長、 

 公営企業管理者、農業委員会、教育委員会（教職員を除く） 

 

４ 推進体制 

 

 組織全体で継続的に次世代育成支援に取り組むため、千歳市特定事業主行動計画策定・実

施委員会（以下「委員会」という。）を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の

実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行う。 
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５ 目的 

 

 全ての職員が、持てる能力を職場で最大限に発揮するとともに、家庭

において子ども達が健やかに育まれるよう、子育てしやすい環境を整備

する。 

 

 この計画は、職員が、父親として、母親として、子育ての役割を担うとともに、職場にお

いても、意欲を持って仕事に取り組み、能力を発揮できるよう、職場全体で支援することを

目指すものである。 

 子どもの有無、介護の必要性の有無や、趣味や地域活動等のプライベートの状況は、一人

ひとりの職員で異なることから、子育てや介護等の事情で、職場の支援を必要とする時期は

それぞれ違ってくる。ただ、苦しいとき、支援を必要としているときに、支援のバトンを差

し出された職員は、支援を必要としなくなったとき、他の職員に、支援のバトンを差し出す

ことができる職員になる。 

 職場において、それぞれの置かれている状況を相互に理解し、支えあい、支援と貢献のバ

トンリレーを循環させることで、その組織で働く全ての人が、意欲を持って、職責を全うで

きるようになるものである。 

 子育てに限らず、全ての職員は、仕事と私生活を調和させなければ、職務において、意欲

を持ってその能力を十分に発揮することは難しい。 

 加えて、子育てに関しては、「今、この時期を逃すと、子どもの成長に関わることができな

い」という点において、取り返しのつかないかけがえのない時期であり、その時期に親とし

ての責務を果たすことは権利でもある。 

 次代を担う全ての子ども達が、健やかに生まれ、育てられる環境づくりを整備するため、

取り組むものである。 
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Ⅱ 現状把握と目標設定 

 

１ 現状把握 

 今回の計画策定に当たり、職員の生活の状況と職場環境に関する職員の意識を把握するた

め、職員アンケートを実施した。 

 対象職員 964 名に対し、回答者数は 773 人で、回答率は 80％だった。 

 アンケート調査の集計及び分析について、詳細は別冊「職員の子育て支援に関する行動計

画策定のための意識調査の結果について」のとおりである。 

 集計に当たり、一部の回答に対する無回答率は省略した。 

 

①配偶者の有無とその就労状況 

 「配偶者がいる」と回答した男性職員は 74.9％、女性職員は 54.4％だった。 

 男性職員の配偶者の就労状況では、年代が若いほど、フルタイム勤務の妻との共働きの割

合が高くなる傾向があり、30 代未満の男性では 41.2％、50 代男性は 28.2％となった。 

 女性職員の約９割がフルタイム勤務の夫との共働きだった。 

 

職員の配偶者の就労状況（年代別） 

   フルタイム勤務 短時間勤務 その他 無職 

男性 

30 歳未満  41.2% 23.5% 0.0% 35.3% 

30 歳代  35.3% 23.5% 1.0% 40.2% 

40 歳代  34.6% 34.6% 2.2% 28.7% 

50 歳以上  28.2% 42.7% 0.9% 27.4% 

総計 33.0% 33.5% 1.3% 31.9% 

女性 

30 歳未満  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

30 歳代  93.0% 2.3% 2.3% 2.3% 

40 歳代  89.9% 1.4% 2.9% 4.3% 

50 歳以上  69.2% 3.8% 3.8% 23.1% 

総計 87.8% 2.0% 2.7% 6.8% 
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②子どもの状況 

 「養育中の子がいる」と回答した男性職員は 57.1％、女性職員は 46.7％、全体で 53.5％

だった。 そのうち、未就学の子のいる男性職員は 21.3％、女性職員は 14.8％、全体では

19.0％だった。 

 

  いる （うち、未就学の子がいる） いない 

男性 57.1% （21.3％） 42.9% 

女性 46.7% （14.8％） 53.3% 

全体 53.5% （19.0％） 46.5% 

 

男女別・年代別の子の状況 

   未就学児 小学生 中学生 高校生以上 

男性 

30 歳未満  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

30 歳代  81.0% 19.0% 0.0% 0.0% 

40 歳代  25.7% 38.9% 15.9% 19.5% 

50 歳以上  1.4% 12.5% 13.9% 72.2% 

全体 38.3% 24.9% 10.1% 26.7% 

女性 

30 歳未満  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

30 歳代  78.4% 18.9% 2.7% 0.0% 

40 歳代  15.4% 44.6% 21.5% 18.5% 

50 歳以上  0.0% 0.0% 18.8% 81.3% 

全体 33.6% 30.3% 15.1% 21.0% 

 

③介護の状況 

 「介護や特別なケアを必要とする家族がいる」と 

回答した職員は、全体で 14.6％だった。年代が高く 

なるにつれ、介護率が高くなっている。 

 介護する必要が生じた場合の両立支援制度の認知

度について、「制度の内容を知っている」と回答   

した職員は全体の 15％程度に留まった。 

 

  介護あり 介護なし 

30 歳未満 2.8% 97.2% 

30 歳代  7.0% 93.0% 

40 歳代  16.2% 83.8% 

50 歳以上  27.7% 72.3% 

全体 14.6% 85.4% 
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④子育て支援制度の利用に関する意識 

 小学生以下の子がいる職員に対し、「子育て支援制度を希望通り利用できているか」と聞い

たところ、「できている（概ねできている）」と回答したのは 26.5％で「できていない（あま

りできていない）」と回答した割合 38.1％と比較し、低い状況となった。 

 また、「制度をよく知らない」と回答した割合が 27.6％となった。 

 「利用する必要はない」と回答したのは男性職員 7.3％に対し、女性職員は 0％と、意識に

男女差が見られた。この 7.3％の男性職員の配偶者の就労状況は、69.3％が共働きだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 制度を利用できていない理

由について、男性職員では「仕

事が忙しい」と「他の職員に迷

惑がかかると思った」が 58.3％

で並んだのに対し、女性職員で

は、89.2％が「他の職員に迷惑

がかかると思った」と回答して

おり、周囲に遠慮している状況

が伺える。 

「利用する必要はない」と回答した 

男性職員の配偶者の就労状況 

・フルタイム勤務 30.8％ 

・短時間勤務   38.5％ 

・無職      30.8％ 

共働き 

69.3％ 
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⑤職場の協力体制と子育て支援制度の利用しやすさ、両立チャレンジ意欲の関係 

 小学生以下の子がいる職員を対象とした質問である「各種子育て支援制度を希望通りに利

用できているか」と「能力向上やキャリア形成のため、子育て等と両立しながら、新たな業

務や未経験の部署にチャレンジしたいと思うか」についての回答と、「自分の職場が、育児等

による急な休暇に対応できるよう協力・工夫していると思うか」についての回答の関係を見

たところ、職場の協力体制が整っていると感じている職員ほど、子育て支援制度を希望通り

に利用できている割合が高く、チャレンジ意欲も高い傾向があることがわかった。 
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⑥男性職員の子育てに関する意識 

 小学生以下の子がいる男性職員に、「子どもが生まれたとき、育児休業を取得したいと思っ

たか」を聞いたところ、「取得したいと思った」職員が、50 歳以上では 20％だったのに対し、

20～30 歳代では約 50％であった。 

 さらに、「育児休業を取得しなかった（取得したいと思わなかった）理由として最も多かっ

たのは、「職場に迷惑がかかると思った」で 61.5％だった。 

 

 

 

共働き 

57.4％ 

「自分以外に育児に専念できる人がいた」と

回答した男性職員の配偶者の就労状況 

・フルタイム勤務 32.8％ 

・短時間勤務   23.0％ 

・無職      41.0％ 
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２ 課題抽出 

 現状を把握し、３つの課題を抽出した。 

 ①子育てや介護等の両立支援制度の周知と利用促進 

 意識調査において、介護に関する両立支援制度については、約 85％の職員が「制度の内容

を知らない」または「制度を知らない」と回答しており、さらに、小学生以下の子がいる男

性職員の 32％が「制度をよく知らない」と回答した。 

 両立支援制度を知らなければ利用できず、介護離職や出産を理由と

した離職につながり、組織としては人材の損失となることから、介護

や子育てに関する各種支援制度について、一層の周知を図る必要があ

る。 

 

 ②男性職員の子育て等への積極的参加の促進 

 意識調査の結果、男性職員においては、若い世代ほど育児休業等の制度利用に前向きであ

るが、業務の都合や組織への遠慮から、希望するよりも子育てに関わることができていない

ことがわかった。 

 このことから、男性職員が子育て支援制度を利用することを、女性

職員の制度利用と同じように、組織として支援することが重要であり、

男性も女性も、配偶者の就労状況に関わらず、子育てに積極的に関わ

ることが当たり前という風土づくりに取り組む必要がある。 

 また、「子育て支援制度を利用する必要がない」と回答した男性職

員の配偶者の約 70％が共働きであり、男性職員の子育てに対する意識

改革も重要であることがわかった。 

 

 ③ワーク・ライフ・バランスの推進 

 意識調査において、小学生以下の子がいると回答した職員は全体の 34.2％を占め、また、

介護を要する家族がいると回答した職員は 14.6％だった。 

 平成 28年１月に実施した「千歳市女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画」策定

のための意識調査では、介護の担い手となっている職員は 11％だったことから、１年で増加

したことがわかる。 

 少子高齢社会においては、育児と介護の両方を一時期に担う「ダブルケア」も起こりうる

ことが課題となっており、今回の調査でも、小学生以下の子がいて、かつ、介護を要する家

族がいると回答した職員は 3.3％だった。今後、組織の中に時間的制約のある職員が増加す

ることは避けられないものと予測される。 

 このような中、全ての職員が、意欲を持って、その能力を最大限

発揮できるようにするためには、時間的制約のある職員だけでなく、

組織全体でワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む必要がある。 
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３ 数値目標 

 現状を把握し、課題解決に向け、数値目標を定めるものとし、平成 36年度までの達成に向

けた取組を実施します。 

 

 目標１ 育児休業等の取得率を次のようにします。 

   男性職員   ９５％ 

   女性職員  １００％ 

   ※男性職員の取得目標には、①育児休業、②部分休業、③育児短時間勤務、④配偶者

出産休暇（２日間の完全取得）、⑤育児参加休暇（５日間の完全取得）の、５つのいず

れかの制度を利用した職員が含まれます。 

 

 目標２ 年間の年次有給休暇取得日数を 12 日以上とします。 

 

 

 

み

ん

な

で 

早

く

帰

ろ

う

！

 

【取組前】 

【取組後】 
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Ⅲ 具体的な取組 

 

１ 育児・介護等の両立支援制度の周知と利用しやすい職場環境づくり 

①仕事と子育ての両立支援制度の周知 

 ・職員用ポータルサイトに制度概要を掲載している「千歳市

職員のための子育て支援ハンドブック」により、制度を周知

する。 

 ・研修等において、両立支援制度の説明を行う。 

 

②所属長及び職員課による職員の状況把握 

 職員が安心して産前産後休暇や育児休業を取得できるよう、「育

児参加計画書」を活用した所属長による面談を実施し、必要な事

項を確認するとともに、職員課にも速やかに報告し、情報共有を

図る。 

 

③育児休業中の職員に対する復帰支援 

 ・育児休業中の職員の研修参加 

  育児休業中であっても、自発的な能力開発やスキルアップができるよう、育児休業中の

職員が自主研修として、一般研修等を受講できるようにするほか、職場から業務や職場の

状況に関する情報提供を行う。 

 ・育児休業からの復職の際に、「育児参加計画書」を用いた所属長の面談を実施し、働き方

に関する意向を確認し、必要な支援を行う。 

 

④育児休業等取得者職場への支援 

 ・育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用制度の活用 

  一定期間以上育児休業を取得する職員の代替要員には可能な限り常勤職員（任期付職員

等）を配置することとし、代替要員の配置にあたっては効率的な人事運用、一定の産前産

後休暇や育児休業の取得者数が生じることを踏まえた採用方針の策定、代替要員の確保に

向けた人事運用面の対応を行う。 

 ・育児休業等による休業や、育児短時間勤務の同僚等のフォローをした職員について、そ

の状況を踏まえつつ、総合的に人事評価を行う。 

 

２ 男性の積極的な子育て参画の推進 

①男性の育児休業や育児にかかる休暇等の取得促進 

 ・男性職員の育児参加計画書の活用の徹底を図り、所属長は計画書を用いた面談を実施し、

育児休業制度の説明を行うとともに、必要な支援や働きかけを行い、育児に積極的に関わ

るよう促す。 

 

②育児休業等の取得者の育児体験の共有 

 男性職員が育児等の家庭での役割を積極的に果たすことについて、共通の認識とするため、

育児休業中に感じた子育ての喜びや、復帰してから気づいたこと等について、育児休業等の

取得者の体験談を共有する仕組みを作る。 

 

③固定的な性別役割分担意識の払拭 

 根強く残る「男性は仕事、女性は子育て」という固定的な意識を払拭

し、職場優先の雰囲気（Ex.男性は、子どもの看病よりも仕事を優先す

べき）の是正を進め、男性も女性も共に育児等の家庭的役割を果たせる

よう、時期に即した意識啓発を継続的に実施する。 
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３ ワーク・ライフ・バランスの推進 

①所属長等の意識の醸成 

  所属長が職員の子育てとキャリア形成の両立に果たす自らの役割を改めて認識すると共

に、必要な配慮や支援を的確に行うことができるよう、所属長の意識の醸成に取り組む。 

 ・イクボス宣言 

  管理職が働き方の見直しを改めて認識し、自ら実践するとともに、部下の仕事と生活の

調和を大切にする「イクボス」の役割を理解し、各部局の長は異動した場合に、イクボス

宣言を行うことを推奨する。 

 ・イクボス研修の実施 

  所属長に対し、部下職員の仕事と家庭の調和に配慮し、部下が意欲を持って働ける職場

環境づくりのため、必要なマネジメントの習得を図るイクボス研修を実施する。 

 ・イクボスの実践に対する評価の仕組みづくり 

  職員の生活面に配慮しつつ、キャリア形成を支援し、仕事上の成果を出す、イクボスの

養成を着実に進めるため、部次長職及び課長職の人事評価制度において、イクボス宣言に

関する視点を明確化し、業績評価と能力評価に適切に反映する。 

 ・イクボス表彰の実施 

  イクボスとして、円滑な組織マネジメントを行っている管理職を表彰する仕組みを作り、

イクボス実践についての情報共有を図る。 

 

②時間外勤務の縮減 

 ・ノー残業デーを継続し、職員の健康管理への配慮や人件費の抑制を図るとともに、子ど

もとの関わりの時間を確保する。 

 ・幹部職員による退庁の率先垂範と、巡回指導による定時退庁の実施徹底を図る。 

 ・定時退庁ができない職員が多い部署を人事当局が把握し、管理職員への指導の徹底を図

る。 

 

③年次休暇の取得促進 

 ・幹部会議等の場において、担当部署から定期的に休暇の取得促進に関する周知を行い、

職場の意識改革を行う。 

 ・各部局において、定期的に年次休暇の取得状況を報告する機会をつくり、計画的な取得

に努めるよう促す。 

 ・子どもの健診や予防接種、学校の授業参観日やＰＴＡ活動参

加のための積極的な年次休暇の取得促進を図る。 

 ・連続休暇等の取得促進 

  ゴールデンウィークやシルバーウィーク、お盆期間等に連続

させた休暇取得を推奨し、その期間について会議の開催を自粛

する。 

 ・夏季休暇と組み合わせた連続休暇の取得を促進する。 

 


