淡路市における女性職員の活躍の推進に関する
特定事業主行動計画（後期）
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総論

目的

我が 国におけ る１５歳から ６４歳ま での 女性の就 業率は、 平成３０年に は約７
０％ （昭和５ ０年４８．８ ％）とな っており、着 実に増加 してきている が、 依然 と
して 根強い長 時間労働を前 提とした 労働慣行等か ら、仕事 と生活の両立 ができず 、
就業 継続やキ ャリアアップ をあきら める女性も多 く、約５ 割の女性が第 １子出産 を
機に 離職して います。また 、就業を 希望している ものの、 育児・介護等 を理由に 働
いて いない女 性は、約２４ ０万人に 上ります。さ らに、役 員や管理職等 の指導的 地
位に ある女性 の割合は、諸 外国と比 べて低い水準 にとどま っており、働 く場面に お
いて 、女性の 力が十分に発 揮できて いるとは言え ない状況 であります。
平成 ２７年８ 月に 女性の職 業生活に おける活躍の 推進に関 する法律（平 成２７年
法律 第６４号 。以下「法」 という 。）が 制定され たことを 踏まえ、 本市 において
も、 事業主と しての役割を 果たすた め、平成２８ 年３月に 「淡路市にお ける女性 職
員の 活躍の推 進に関する特 定事業主 行動計画」を 策定し、 女性職員が個 性と能力 を
十分 に発揮し 、活躍できる 環境を整 備する取組を 推進して きました。
一方 で、我が 国の女性の年 齢階級別 労働力率は、 いわゆる 「Ｍ字カーブ 」を描い
てお り、育児 ・介護等を理 由に離職 する女性は今 もまだ多 く、管理的職 業従事者 に
占め る女性割 合は諸外国に 比 べて低 い状態にあ り ます。
この ような状 況を踏まえ 、 法附則に 基づく見直し を実施し 、女性の職業 生活にお
ける 活躍推進 に関する法律 等の一部 を改正する法 律（令和 元年法律第２ ４号。以 下
「改 正法」と いう 。）が成 立されま した。
これ ら改正法 等の趣旨やこ れまでの 取組の評価・ 課題、ま たアンケート による職
員の 意識調査 の結果を基に 、女性職 員１人１人が 、個性と 能力を十分に 発揮でき る
取組 を事業主 として推進 し ていくた め、 法第１９ 条第１項 （※１）の規 定に基づ
き、 次の任命 権者が連名に より、新 たな「 淡路市 における 女性職員の活 躍の推進 に
関す る特定事 業主行動計画 （後期 ）」を 策定し、 公表する ものです。

淡 路市長
淡 路市議会議長
淡 路市選挙管理 委員会
淡 路市代表監査 委員
淡 路市農業委員 会
淡 路市教育委員 会
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(※ １ )

第１９条第１項

国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員

で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針
に即して、特定事業主行動計画を定めなければならない。

２

計 画 期間

令和 ３年４月 １日から令和 ８年 ３月 ３１日までの ５年間

３

女 性 職 員の活躍の推進 体制

(１)

組織全 体で 継続的に 女性職員 の活躍を推進 するため 、 淡路市特定 事業主行

動計 画策定・ 推進委員会 （ ※２）を 設置 します。
(２)

淡路市 特定事業主行 動計画策 定・推進委員 会におい て、 本計画の 策定・変

更、 本計画に 基づく取組の 実施状況 や数値目標の 達成状況 などを検証し 、計
画の 推進に向 けて必要な措 置を講じ ます 。

(※ ２ )

淡路市特定事業主行動計画策定・推進委員会は、総務部長を委員長とし、総

務部総務課長、市民生活部市民人権課長、健康福祉部福祉総務課長、議会事務
局議事課長、教育委員会教育総務課長、監査委員事務局長、農業委員会事務局
長の役職をもって充てる職員（７人）と市職員労働組合から選出された者（２
人）を委員として構成します。

第２

具体的な内容

法第 １９条第 ３項 （※３） 及び女性 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 画の策定 等に係る内閣 府令（平 成 ２７ 年内閣 府令第 ６ １
号） 第２条 の 規定に基づき 、 市長部 局、 市議会事 務局、 市 選挙管理委員 会 事務局 、
市監 査委員 事 務局、市農業 委員会 事 務局、市教育 委員会 事 務局において 、 アンケ ー
ト結 果等によ り 、それぞれ の女性職 員の職業生活 にお ける 活躍に関する 状況を把 握
し、 改善すべ き事情につい て分析を 行いました 。
女性 職員の活 躍を推進して いくため には、 女性に 限らず 、「性 別・年齢 等を問わ
ず働 きやすい 職場づくり」 を推進し ていくことが 重要で す 。
本市 において は、 当該課題 分析の結 果 に基づき、 次のとお り 取組を 推進 します。

(※ ３ )

第１９条第３項

特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性
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職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある
職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生
活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進す
るために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを
定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採
用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割
合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を
用いて定量的に定めなければならない。

１

時 間 外勤務の縮減や休暇 の取得の促進 について

今回 の職員へ のアンケート 結果によ ると、職員の ４６％が 高校生以下の 子どもが
おり 、また職 員の１１％が 介護を必 要とする家族 がいると 回答し ており 、現在、 職
員の 半数以上 が 子育てや介 護を行っ ている 状況に あり ます 。
また 、４４ ％ の職員は、 仕 事と家庭 の両立につい て、何ら かの不安を抱 いている
こと が分かり ました。 内訳 としまし ては、 女性職 員 が５８ ％、男性職員 が３５％ と
女性 職員の比 率が高く 、そ の理由に ついては、「勤務 時間外に 対応せざ る を得な い
業務 がある 」 と答えた職員 が ３６％ と最も多く、 次 いで「 業務量が多す ぎるため 」
が３ ２％ 、「時間 外勤務が 多いため 」が２６％と なってい ます。
ま た、仕事 と家庭の両立 を進めて いくために必 要なこと について、「業務 の効率
化」 と回答し た職員は ５２ ％と最も 多く、次に「 休暇を取 得しやすい職 場の環境 づ
くり 」の４４ ％となってい ます。
長時 間勤務は 、女性職員の 活躍にお いて障壁にな るだけで なく、配偶者 である男
性職 員の家事 ・育児・介護 等の分担 を困難にし、 結果とし て女性職員の 活躍を迫 害
する ことにも つながりかね ます。
以上 のことか ら、 時間外勤 務を縮減 し、 家族と触 れ合う時 間の確保に向 けて、次
の取 組を実施 します。

(１)
ア

時間外 勤務の縮減
育児を行 う職員の深夜 勤務及び 時間外勤務の 制限の周 知
小学 校就学前 の子どもの育 児をする 職員に とって 、職業と 家庭 の両立は 、

負担 が大きい ことから、特 に設けら れた制度です 。 職員か らの 請求に基 づ
き、 深夜勤務 又は時間外勤 務 の制限 を受けること ができま す。
イ

毎週水曜 日 の「定時退 庁日 」及 び職場の実情 に応じた 月１回 の「独 自定時
退庁 日」の完 全実施
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水曜 日が 「 定 時退庁日 」で あること 及び「月１回 の独自 定 時退庁日 」を 前
提に 、所属長 は、 業務計画 を立て 、 課員への「定 時退庁日 」等の周知を し、
自ら 率先して 退庁 をするよ うに心掛 けることとし ます。 ま た、「定時退 庁
日」 等には、 時間外勤務命 令や会議 を原則行わな いように 徹底 すること とし
ます 。
ウ

時間外勤 務縮減のため の 適切な 労働時間の管 理
時間 外勤務命 令 を行う場合 において は事務処理の 合理化及 び能率化を図

り、 職員の健 康保持及び仕 事と生活 の両立等の観 点から、 必要最小限に とど
める 必要があ ります。また 、 所属長 は、 時間外勤 務の上限 として設定し てい
る「 １月４５ 時間、１年３ ６０時間 」を 超えない ように命 令するととも に、
上限 を超えて 時間外勤務を 命じた場 合は、要因の 整理・分 析を とり、業 務縮
減や 仕事の見 直しの実施、 職員の意 識改革を図る ことを徹 底することと しま
す。
エ

時間外勤 務の多い職員 に対する 健康面の 配慮
所属 長は、課 員の業務スケ ジュール を把握し、 時 間外勤務 の実績を確認 す

ると ともに 特 定の職員に 時 間外勤務 が偏らないよ うに配慮 することとし ま
す。 また、労 務管理 上の必 要に応じ て 産業医との 面談を実 施 します。
オ

システム 化又は外部委 託など の 積極的推進に よる業務 量の平準化
シス テム化又 は外部委託な ど を積極 的 に推進し、 業務量の 平準化を図る こ

とと します 。 また、課内で 業務の進 め方などの改 善 につい て、積極的に 提
案・ 実行する ことで 、事務 の簡素化 ・合理化を図 ります。

(２)
ア

様々な 休暇 の周知及 び 休暇取 得の 促進
家族など の介護のため の休暇の 取得の推進
配偶 者、父母 又は子などの 負傷、疾 病 若しくは老 齢により 、日常生活を 営

むに 支障があ る者の介護を するため 、短期介護の 場合は 、 特別休暇とし て定
める 範囲内の 期間で、長期 介護の場 合は介護休暇 として、 通算して６か 月を
超え ない範囲 内 で取得する ことが で きます 。
介護 における 特別休暇 は、 １年にお いて要介護者 が１人の 場合は５日、 ２
人以 上の場合 は１０日（１ 日又は１ 時間単位）取 得できま す。
イ

年次有給 休暇の取得促 進
職員 の休暇に 対する意識の 改革を図 るとともに、 休暇を取 得しやすい職 場
の雰 囲気づく りに取り組み ます。本 市では、 職員 が心身の リフレッシュ を図
れる よう、 年 次有給休暇の 取得率７ ０％ 以上の年 休を取得 することを 目 指し
ます 。また、 年間を通じて 計画的に 年休を取得で きるよう 、「 年次休暇 取得
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計画 表」を作 成し、これを 確実に履 行できるよう に努める など、年次休 暇 の
取得 促進を図 り ます。

～目標～
令和元年度の年次有給休暇の取得率４４％を、令和７年度までに
７０％を目指します。
ウ

子の看護 の特別 休暇の 取得促進
中学 校就学の 始期に達する までの子 どもの通院や 療養に際 して 、看護が 必
要な 場合 に取 得 することが できます 。 １年におい て 、対象 である子ども が １
人の 場合は ５ 日、２人以上 の場合は 年１０日（１ 日 又は１ 時間 単位）取 得で
きま す。

２

女 性 の活躍推進に向けた 取組について

令和 ２年度 に おける 本市の 管理職に 占める 女性の 割合は２ ８．７ ％であ り、 国が
掲げ る令和２ 年度 末までの 女性が指 導的地位 を占 める 割合 の目標 値であ る３０％ を
下回 っていま す。
多様 な視点を 市の政策・施 策に活か すため、意欲 と能力の ある女性職員 が、政策
や方 針の決定 過程に参画す ることが できるよう、 管理職へ の積極的な登 用を行う こ
とが 重要です 。
しか しながら 、 今回のアン ケートに よると、管理 職になる ことについて 、 男女問
わず ７４％の 職員が消極的 な意向を 示しています 。 管理職 になることの みが必ず し
も女 性職員の 活躍とは言え ませんが 、 特に 、「管 理職にな りたい と 」と 回答した 女
性職 員の割合 は１１ ％であ り、男性 職員の ３０％ に比べて 低い状況です 。 また、 管
理職 になるこ とを望まない 理由とし ては 、「自分 の能力に 自信がないた め」と回 答
した 女性職員 は７２％と最 も多く、 続いて「責任 が重くな るため」が２ ９％ 、「仕
事と 家庭の両 立が困難にな るため」 が２５％とい う結果に なっています 。
業務 知識や部 下指導などの マネジメ ント経験 の不 足等によ り 管理職にな ることに
不安 を感じる 女性職員 や、 管理職に なると 仕事と 家庭の両 立が困難にな ると いう イ
メー ジを持つ 女性職員が多 く、管理 職 に必要な能 力の養成 や不安の解消 を図るた
め、 次の取組 を実施します 。

(１)
ア

能力開 発・育成支援
女性職員 への意識啓発
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女性 職員が自 らのキャリ ア アップに ついて考える 機会を提 供するため、 女
性管 理職との 交流会（ロー ルモデル の見える化） を実施し 、更なる意欲 喚起
を図 ります。
イ

女性職員 へのキャリア アップ支 援
管理 職員への 積極的登用を 図るため 、外部研修機 関での研 修を積極的に 活

用し 、女性リ ーダーのキャ リアアッ プを支援しま す。 また 、若年層 のう ちか
ら幅 広い業務 の経験や能力 の開発、 育成 を図る観 点に立っ た職務分担 に 取り
組み ます。

～目標～
令和２年度の管理職に占める女性の割合２８．７％を、令和７年度
までに３０％を目指します。

３

男 性 職員の家庭生活への関 わり推進について

男性 職員が 積 極的に 家事や 育児など の家庭生活へ 参加する ことは 、パー トナー同
士の 相互理解 が深まり、 女 性の職業 生活と家庭生 活との円 滑な両立 のサ ポート と な
るこ とから、 女性 の活躍推 進の ため には 必要不可 欠です。 また、男性が 家事・育
児・ 介護の役 割を積極的に 担うこと は、女性の負 担を減ら すだけでなく 、様々な 経
験が 、マネジ メント力の向 上や多様 な価値観の醸 成を通じ 職務における 視野を広 げ
るな ど、男性 職員の人材育 成におい ても必要であ ると考え ます。
つき ましては 、 全職員が 家 庭生活へ の関わりやす い環境を 醸成 するため に、管
理・ 監督職に 対して 、所属 職員の家 庭状況を考慮 し、 声掛 けを実施する など 、職 員
の家 事・育児 等への参画を 職場全体 で支援する風 土を高め るため 、以下 の取組を 進
めま す。

(１)

男性職 員の育児にか かる休業 ・休暇制度の 取得促進
男性 職員の 積 極的な 子育て 参加に向 けて、次の制 度の周知 及び取得の促 進

を図 ります。
ア

配偶者出 産休暇の取得 促進
職員 が妻の出 産に伴 う付き 添い等の ため、出産 に 係る入院 等の日から出 産
後２ 週間の範 囲で２日以内 （ １日又 は１時間単位 ）取得す ることができ ま
す。
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～目標～
令和元年度の配偶者出産休暇の取得率４２．９％を令和７年度まで
に１００％を目指します。
イ

配偶者の 出産に伴う子 の養育休 暇の取得促進
妻の 産前産後 の期間中に、 出産に係 る子 又は上の 子（小学 校就学前）の 養

育の ため取得 することがで きます。 付与期間は 、「出 産に係る 子 」（第１ 子）
を養 育する場 合は、妻の産 後 ８週間 の期間中、「上の 子 」（ 既に 小学校就 学の
始期 に達する までの子）を 養育する 場合は、妻の 産前８ 週 間 （多胎妊娠 は １
４週 間）、産後８ 週間の期 間中で、 ５日以内（ １ 日若しく は１時間単位 ）
で、 連続でも 分割でも取得 可能です 。
ウ

男性職員 の 育児休業の 取得推進
子ど もが３歳 に達する日（ ３歳の 誕 生日の前日） まで、配 偶者の就業の 有
無や 育児休業 の取得の有無 にかかわ らず、取得す ることが できます。休 業期
間中 、給与は 支給されませ んが、 共 済組合掛金等 が免除と なり、共済組 合 等
から 子どもが １歳に達する 日まで、 育児休業手当 金が支給 されます。

エ

育児短時 間勤務制度 の 内容周知 と取得促進
育児 のための 短時間勤務は 、 小学校 就学前の子を 養育する 職員が 、次の 短
時間 勤務の種 類のうちから 本人の希 望 する勤務形 態を 選択 し、完全に職 場を
離れ ることな く育児を行う ことがで きる制度です 。育児短 時間勤務中の 給与
は、 勤務時間 数に応じて減 額支給さ れます。

※短 時間勤務 の種類

オ

１日当たりの

週のうち

１週間当たりの

勤務時間

勤務を行う日数

勤務時間

３時 間５５分

５日

週１ ９時間３ ５分

４時 間５５分

５日

週２ ４時間３ ５分

７時 間４５分

３日

週２ ３時間１ ５分

７時 間４５分

２日

３時 間５５分

１日

育児部分 休業制度の内 容周知と 取得促進
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週１ ９時間２ ５分

小学 校就学前 の子を養育す る職員が 本人の希望で １日２ 時 間以内まで （ ３
０分 単位） 休 業することが できる制 度です。育児 部分休業 中の給与は、 毎月
の部 分休業の 時間を合計し た時間数 に応じて減額 支給され ます。

(注 )

なお、この行動計画第２具体的な内容のうち、会計年度任用職員に関して、
任用条件、勤務形態等により制度上の取組の全部又は一部できないものがあり
ますが、それぞれの任命権者においては、この行動計画の趣旨を踏まえ、適切
に取組を進めていくこととします。
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