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杉戸町特定事業主行動計画杉戸町特定事業主行動計画杉戸町特定事業主行動計画杉戸町特定事業主行動計画    

                      

                     平成２８年３月 

杉戸町 

杉戸町議会 

杉戸町教育委員会 

杉戸町選挙管理委員会 

杉戸町農業委員会 

杉戸町監査委員会 

杉戸町公平委員会 

 

ⅠⅠⅠⅠ    計画策定に当たって計画策定に当たって計画策定に当たって計画策定に当たって    

この計画は、次世代育成支援対策推進法及び杉戸町次世代育成支援行動計画

に基づき、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成されるため、

子育てしやすく働きやすい雇用環境の整備やその他の取り組みを行うためのも

のです。 

計画策定に当たっては、次世代育成支援対策推進法に定められた「行動計画

策定指針」（平成２６年内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号）において掲げられた

７つの基本的視点（下記参照）に基づき、子育て中の職員１００人に実施した

アンケートの結果を踏まえ、検討を行い策定したものです。 

 
 

基本的視点 

（１）職員の仕事と生活の調和の推進という視点 

（２）職員の仕事と子育ての両立の推進という視点 

（３）機関全体で取り組むという視点 

（４）機関の実情を踏まえた取組の推進という視点 

（５）取組の効果という視点 

（６）社会全体による支援の視点 

（７）地域における子育ての支援の観点 
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ⅡⅡⅡⅡ    計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間    

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境をさらに改善し、

充実させることを目的に次世代育成支援対策推進法が平成２６年４月に改正さ

れ、法の有効期限が１０年間延長されました。 

当町では、法改正を受け、次世代育成支援対策のさらなる推進・強化を図る

必要から、平成２２年度に策定した「杉戸町特定事業主行動計画」（平成２２年

度から平成２６年度）について、計画期間を１年間延長し、行動計画の見直し

を行うとともに、新たに取り組むべき事項を加え、今後４年間を見据えた新た

な計画を策定しました。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    基本理念基本理念基本理念基本理念    

この計画は、次世代育成支援対策推進法の基本理念を踏まえ、子育てにおい

て、仕事と家庭の両立支援を目的として、子育てをする職員が子育てに生きが

いと喜びを実感することができるよう、子育てしやすい職場環境づくりと、職

員すべてが子育てを自分自身のこととして考え行動するよう、町全体で支援を

行うものとします。 

 

ⅣⅣⅣⅣ    計画推進の基本的視点計画推進の基本的視点計画推進の基本的視点計画推進の基本的視点    

この計画では次の４つの基本的視点を定め、これに基づき推進していくものと

します。 

１１１１    職員の仕事と子育ての両立の推進職員の仕事と子育ての両立の推進職員の仕事と子育ての両立の推進職員の仕事と子育ての両立の推進    

  職員が子育てに伴う喜びを実感しつつ、仕事と子育ての両立を図ることが

できるよう、職員のニーズを踏まえた取り組みを推進します。 

２２２２    両性による子育ての推進両性による子育ての推進両性による子育ての推進両性による子育ての推進    

   子育てが男性・女性どちらかの性にのみ偏ることなく、どちらも共に主体

的に子育てできるよう、意識、制度を改めるための取り組みを推進します。 

３３３３    地域における子育ての支援地域における子育ての支援地域における子育ての支援地域における子育ての支援    

   職員は地域社会の構成員でもあり、地域における子育て支援の取り組みに

積極的に参加することが求められているとともに、地域においてひとりの住

民としてまちづくりに参画することが期待されており、それらを踏まえた取

り組みを推進します。 
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４４４４    町全体による取り組み町全体による取り組み町全体による取り組み町全体による取り組み    

次世代育成支援対策は社会全体で取り組むべき課題です。そのため、町全

体で積極的に計画を実施するという考え方を明確にするとともに、関係法令

を遵守し、町の実情に則した効果的な取り組みを自主的に推進します。 

なお、勤務場所や業務内容によって、それぞれの職場の状況に応じて実施

に努めるものとします。 

 

ⅤⅤⅤⅤ    具体的実施事項具体的実施事項具体的実施事項具体的実施事項    

  この計画の基本理念を実現するため、４つの基本的視点に基づき、次に掲げ

る事項について実施していくものとします。 

具体的実施事項の実施にあたって、一般的な職員と異なる特殊な勤務形態を

取る職場については、具体的実施事項をそのまま実施するのではなく、それら

を行うことにより得られる効果を踏まえて、各職場の実態に合わせて取り組む

ものとします。 
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１１１１    子育てと業務の両立をめざす勤務環境の整備子育てと業務の両立をめざす勤務環境の整備子育てと業務の両立をめざす勤務環境の整備子育てと業務の両立をめざす勤務環境の整備    

 

行政ニーズの多様化と住民に密着した行政サービスの提供により、職員一人

ひとりに対する業務は増加拡大傾向にあります。 

子育てと業務の両立を図り、仕事と生活を調和させていくためには、職員一

人ひとりの意識改革と業務分担の見直し等の職場環境の改善・整備が必要とな

っています。 

 

◎職員アンケート結果概要 

時間外勤務に対する考え方としては、「仕事の状況に応じてする程度にとどめるべき」（50 人）、「できる

だけ時間外勤務をするべきではない」（37人）という回答が多くなっています。また、時間外勤務を減らす

ための方策には、「業務遂行体制の工夫・見直し」（74 人）、「適切な人員の配置」（71 人）という回答が多

く、「職員の意識改革」（45人）という回答が続いています。 

 

■ 時間外勤務に対する考え方                           ( 人 ） 

 

■ 時間外勤務を減らす効果的な方策 （複数回答）                           （ 人 ） 
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◎職員アンケート結果概要 

庁内託児所の必要性については、「必要である」が 34 人となっており、「どちらともいえない」が 46 人

で約半数を占めています。必要であるとの回答した理由については、「安心して業務専念できる」「緊急時

にかけつけられる」という回答が多くなっています。一方、必要でないと回答した職員の理由としては、「運

営上の困難さが予想される」という回答が 8人と最も多い結果となっています。 

 

■ 庁内託児所施設の設置                           ( 人 ） 

    

 

■ 庁内託児所が必要であると考える理由 （複数回答）              ( 人 ）  

    

 

 

 

 

これらのことを踏まえて以下のことに取り組みます。 
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（１）職員の意識改革（１）職員の意識改革（１）職員の意識改革（１）職員の意識改革    

            ①①①①    制度の周知徹底制度の周知徹底制度の周知徹底制度の周知徹底    

妊娠・出産・子育てに関して、利用できる諸制度について積極的に 

周知を行う。 

・方策：グループウェアによる対象者への周知を進める。 

 

                ②②②②    新たな行動日の設定新たな行動日の設定新たな行動日の設定新たな行動日の設定    

職場優先の考え方や性別役割分担意識を改めるための機会を設ける。 

・方策：育児の日や家族の日を設け、職員の意識啓発を図る。 

 

                ③③③③    研修会の開催研修会の開催研修会の開催研修会の開催    

子育て支援のための取組を行う。 

・方策：各年齢層や職位により意識の差があると思われるため、年齢

層や職位ごとに研修を行う。 

 

（２）職場環境の改善（２）職場環境の改善（２）職場環境の改善（２）職場環境の改善    

    ①①①①    業務分担などの見直し業務分担などの見直し業務分担などの見直し業務分担などの見直し    

妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、職場内で業務分担などの見直 

しを行う。 

・方策：妊娠中の職員の健康や安全について優先的に配慮するため、

本人から請求があった場合には、深夜勤務（午後１０時から

翌日午前５時までの勤務）や時間外勤務の制限について配慮

をする。 

 

        ②②②②    フレックス制度の検討フレックス制度の検討フレックス制度の検討フレックス制度の検討    

子育てしやすい勤務時間体制を作る。 

・方策：時差勤務制度により、時間を有効に使えるよう勤務時間に対

して柔軟な対応を行えるよう検討する。 
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（３）定時退庁の促進（３）定時退庁の促進（３）定時退庁の促進（３）定時退庁の促進    

①①①①        意意意意識啓発の周知識啓発の周知識啓発の周知識啓発の周知    

時間外勤務本来の目的を再確認し、定時退庁を心がけるよう意識啓

発を図る。 

・方策：時間外勤務は本来、臨時又は緊急の必要がある場合に行われ 

る勤務であるという認識を持ち、定時退庁を心がけるよう各 

部局に通知を行う。 

：週間の上限目安時間を設定し定時退庁を促す。 

 

②②②②        事前承認の徹底事前承認の徹底事前承認の徹底事前承認の徹底    

時間外勤務を行う際、事前に管理職の承認を受けることについて徹

底を図る。 

・方策：時間外勤務については、原則、管理職の命令によるものであ

ることを再確認するとともに、時間外勤務を行う際には、事

前に承認を受けるよう各部局に通知を行う。 

：管理職の責務として、業務分担などを逐次見直しを時間外勤 

務が特定の職員に集中しないよう業務改善を遂行する。 

：事前承認を徹底する。 

 

③③③③        時間外勤務状時間外勤務状時間外勤務状時間外勤務状況の公開況の公開況の公開況の公開    

時間外勤務の状況について、職場内に周知する。 

・方策：通常業務の延長でなんとなく残業を行うことを防ぐため、誰

が何の業務で時間外勤務を行っているのか、皆がわかるよう

職場内での連絡を密にする。 

：改善例などもグループウェアにより公表する。 
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④④④④        ノー残業デーの点検・評価ノー残業デーの点検・評価ノー残業デーの点検・評価ノー残業デーの点検・評価    

職員の健康管理のために設けられている毎週水曜日のノー残業デー

について、その効果を確認し、実効性を高めるための方策を検討する。 

・方策：ノー残業デーについて、職員へのアンケート等により、実施

状況や効果などを確認する。管理職から所属職員への徹底を

行う。 

：管理職による巡回指導を徹底する。 

     

⑤⑤⑤⑤            事務の簡素合理化の推進事務の簡素合理化の推進事務の簡素合理化の推進事務の簡素合理化の推進    

    業務を計画的に行い、効率的な事務の執行を図るようにする。 

・方策：所定の勤務時間外に業務が発生することがあらかじめ分かっ

ている場合には、時差勤務制度などを活用して効率的な事務

の執行を行う。 

   ：職員の時間外勤務の状況により業務配分の見直し等を行い、

業務量の平準化を図るようにする。 

   ：新規事業を実施する場合には、目的、効果、必要性等につい 

    て、十分検討した上で実施し、併せて既存事業との関係を整

理し、代替的に廃止できるものは廃止していく。 

    

    ⑥⑥⑥⑥    産業医による保健指導の実施産業医による保健指導の実施産業医による保健指導の実施産業医による保健指導の実施    

      時間外勤務が多い職員に対して、産業医による保健指導の 

      実施等、健康に関する取り組みを充実させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・方策：管理職員は、面談等を通じ身体的・精神的な健康状態に十分 

    配慮する。 
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（（（（4444）庁内託児所の検討）庁内託児所の検討）庁内託児所の検討）庁内託児所の検討    

①①①①     調査・研究調査・研究調査・研究調査・研究    

庁内託児施設の研究を行う。 

・方策：庁内託児施設の必要性や効果、実現性等を十分に調査し、将

来における庁内託児施設の可能性について検討を行う。 
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２２２２    子育てを男女で支える休業・休暇取得の推進子育てを男女で支える休業・休暇取得の推進子育てを男女で支える休業・休暇取得の推進子育てを男女で支える休業・休暇取得の推進    

 

子育ては、男女が協働して行っていくものであり、男性職員の育児休業取得

などを啓発・実践していく取り組みを進めていく必要があります。 

また、職場復帰への支援や休業取得に伴う業務分担の新たな枠組みを検討し

ていくことが求められています。 

 

◎職員アンケート結果概要 

子どもが生まれ、育児休業又は部分休業を取得したという人は、46 人、どちらも取得しなかったという

人は 44人となりました。 

育児休業・部分休業の取得動機としては、「子どもの世話をするのは親として当然」という回答が 47 人

で最も多く、次いで「職場の理解が得られたから」が 41人となっています。 

また、育児休業・部分休業取得に当たり障壁になったことについては、「業務遂行に支障がないように措

置すること」と「特に障壁となることはなかった」が 25人と最も多く、次いで「経済的に厳しくなること」

が 19人となっています。 

一方、育児休業・部分休業を取得しなかった人の理由としては、「職場に迷惑がかかるため」と「自分以

外に育児をする人がいたため」が 25 人で最も多く、次いで「業務が繁忙であったため」が 18 人となって

います。 

 

 

■ 育児休業・部分休業の取得動機 （複数回答）[集計表５－１]            ( 人 ）  
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■ 育児休業や部分休業取得に当たり障壁になったこと （複数回答）[集計表５－２]  ( 人 ） 

    

 

■ 育児休業・部分休業を取得しなかった理由 （複数回答）[集計表５－３]      ( 人 ） 
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◎職員アンケート結果概要 

年次有給休暇を取得する際の意識については、「必要最低限だけは休みたい」が 49 人と約 5 割を占めて

います。休暇の目的としては、「子どもの用事のため」という回答が 86人と圧倒的に多くなっています。   

年次有給休暇の取得にためらいを感じている人は、66人おり、その理由は「職場に迷惑がかかる」が 58

人で最も多く、「業務が多忙なため休みにくい」が 41人となっています。 

年次有給休暇取得促進のため必要な取り組みとしては、「職場の意識改革」57人で最も多く、次いで「学

校行事などへの参加のための取得促進」が 55人となっています。 

 

■ 年次休暇を取得する考え方 [集計表７]                       ( 人 ） 

   

 

■ 年次有給休暇の主な目的 （複数回答）[集計表７－１]                      ( 人 ） 
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■ 年次有給休暇取得にためらいを感じる理由 （複数回答）[集計表８－１]      ( 人 ） 

    

 

■  年次有給休暇取得促進のために必要な取組 （複数回答）[集計表９]       ( 人 ） 
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◎職員アンケート結果概要 

子の看護休暇については、「取得した」が 48人となっており、前回の結果 31人に比べ、割合が増えてい

ることがうかがえます。しかし、制度自体を知らなかった職員も未だ 9人と約 1割います。 

子の看護休暇を取得しなかった理由としては、「年次休暇で対応した」という回答が 32 人と一番多くな

っています。 

 

■ 子の看護休暇の取得状況 [集計表１０]                     ( 人 ） 

       

 

■ 子の看護休暇を取得しなかった理由 （複数回答）[集計表１０－３]        ( 人 ） 

       

 

 

 

 

 

これらのことを踏まえて、以下の事項を実施していきます。 
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（１）（１）（１）（１）    男性職員の休業・休暇の取得促進男性職員の休業・休暇の取得促進男性職員の休業・休暇の取得促進男性職員の休業・休暇の取得促進    

  ①①①①    取得の啓発取得の啓発取得の啓発取得の啓発    

男性職員の育児休業・部分休業について、取得の推進を行う。 

・方策：男性職員向けに育児休業・部分休業取得例を作成し配布を行

い、男性職員の育児休業等の取得意欲を高める。 

 

    ②②②②    個別相談制度づくり個別相談制度づくり個別相談制度づくり個別相談制度づくり    

育児休業・部分休業の取得を希望する男性職員の援助を行う。 

・方策：取得を希望する男性職員について、取得経験者と人事担当者

による個別相談制度を作る。 

 

⑥⑥⑥⑥        休暇の休暇の休暇の休暇の取得推進取得推進取得推進取得推進    

産前産後の母親が健康維持や回復に専念でき、父親が育児の大切さ

を知ることができるよう、子どもの出生時における父親の休暇の取得

推進を図る。 

・方策：男性職員の育児参加のための特別休暇の制度を職員に周知 

し、取得を推進する。 

父親となる職員は、特別休暇（男性の育児参加休暇）と合わ

せて年次有給休暇を積極的に取得し、家族の時間を大切にす

るとともに、出産後の妻のサポートをする。  

管理職員は父親になる職員が休暇を取得できるよう、業務分

担に配慮する。 
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（２）育児休業等の取得促進（２）育児休業等の取得促進（２）育児休業等の取得促進（２）育児休業等の取得促進    

①①①①        業務分担の見直し業務分担の見直し業務分担の見直し業務分担の見直し    

育児休業及び部分休業の取得の申し出があった場合、課内で業務分

担の見直しを行う。 

・方策：育児休業、部分休業の取得を優先するよう、各部局に通知を

行う。 

    所属長は、業務分担の見直しや職場の応援体制づくりをし、

業務に支障がでないようにする。 

 

②②②②        取得促進の通知取得促進の通知取得促進の通知取得促進の通知    

育児休業及び部分休業の制度の趣旨を徹底させ、職場の意識改革を

行う。 

・方策：階層や年齢別に育児休業、部分休業取得を推進する通知を行

う。 

 

③③③③        任期付職員の採用検討任期付職員の採用検討任期付職員の採用検討任期付職員の採用検討    

育児休業を取得する場合、業務割り当ての変更や部内の人員配置に

よっても業務の処理が困難な場合は、任期付採用や臨時職員の採用に

より、業務に支障が生じないようにする。 

・方策：総務課において、任期付職員の採用について研究する。 

    臨時職員の活用等による代替要員の確保を図る。 

 

 

    

★★★★    以上のような取り組みを通じて、平成以上のような取り組みを通じて、平成以上のような取り組みを通じて、平成以上のような取り組みを通じて、平成２６２６２６２６年度の年度の年度の年度の育児休業等の取得率育児休業等の取得率育児休業等の取得率育児休業等の取得率    

（男性（男性（男性（男性 0000％、女性％、女性％、女性％、女性 80808080％）を、男性は％）を、男性は％）を、男性は％）を、男性は 10101010％以上とし、女性は％以上とし、女性は％以上とし、女性は％以上とし、女性は 100100100100％％％％とするとするとするとする    

ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。
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（３）休暇制度の積極的利用 

 

  ● 年次有給休暇について 

     ①①①①    計画的な年次休暇の取得計画的な年次休暇の取得計画的な年次休暇の取得計画的な年次休暇の取得    

各部署において、計画的な年次有給休暇の取得促進を図る。 

・方策：休暇計画表を作成し、計画的な年次有給休暇の取得を図る。 

     

 

    ②②②②    取得の指導取得の指導取得の指導取得の指導    

年次有給休暇の取得率が低い職員については、取得を指導する。 

・方策：管理職が所属職員の年次休暇取得状況の把握を行い、取得率

が低い職員について取得を指導する。 

   「しっかりと休みをとってこそ、良い仕事ができる」という 

    意識を持ち、休暇を取得しやすい環境をつくる。 

 

③③③③    年次休暇の奨励年次休暇の奨励年次休暇の奨励年次休暇の奨励    

休日や祝日、夏期休暇等と組み合わせた年次休暇を奨励し、取得

を促進する。 

・方策：年次休暇の取得に際し、休日や祝日、夏期休暇等と組み合わ

せた連続休暇の取得奨励の通知を行う。 

 

④④④④        子どもの日などの年次休暇の取得促進子どもの日などの年次休暇の取得促進子どもの日などの年次休暇の取得促進子どもの日などの年次休暇の取得促進    

子どもの予防接種実施日や入学式、授業参観日などの、子どもに

関わる日における年次休暇の取得を促進する。 

・方策：子どもの予防接種日や授業参観日など、子どもに関わる日に

ついては、年次休暇を取得するよう、管理職が積極的に働き

かけるようにする。 
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⑤⑤⑤⑤        会議・出張日の調整会議・出張日の調整会議・出張日の調整会議・出張日の調整    

ゴールデンウィークやお盆期間などと組み合わせた年次休暇を取

りやすいようにする。 

・方策：ゴールデンウィークやお盆期間などと組み合わせて年次休暇

が取得しやすくなるよう、期間中の会議や出張などを自粛す

るようにする。 

 

 

 

★★★★    以上のような取り組みを通じて、平成２以上のような取り組みを通じて、平成２以上のような取り組みを通じて、平成２以上のような取り組みを通じて、平成２６６６６年の職員１人あたりの年の職員１人あたりの年の職員１人あたりの年の職員１人あたりの    

年次有給休暇の平均取得日数１０年次有給休暇の平均取得日数１０年次有給休暇の平均取得日数１０年次有給休暇の平均取得日数１０日を日を日を日を１１１１１１１１日とする。日とする。日とする。日とする。 

    

    

    

 ● 子の看護休暇について    

    ①①①①    職場の雰囲気づくり職場の雰囲気づくり職場の雰囲気づくり職場の雰囲気づくり    

子どもの看護休暇を希望する職員が休暇を取得しやすい雰囲気を

作る。 

 

 

 

②②②②     職場体制づくり職場体制づくり職場体制づくり職場体制づくり    

 管理職等が中心となって、急な休みにも対応できる職場体制に取

り組み、看護休暇を取得しやすい職場環境を作る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・方策：子どもの看護休暇を希望する職員については、管理職が積極

的に取得を進めるようにする。 

・方策：子育てをする職員は、急なお休みをすることになっても業務 

に支障をきたすことがないよう、仕事を整理し、いつでも引 

き継げるようにする。  
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３３３３    次代の親づくりへの活動参加支援次代の親づくりへの活動参加支援次代の親づくりへの活動参加支援次代の親づくりへの活動参加支援    

 

職員は地域社会の構成員でもあり、地域における子育て支援の取り組みに積

極的に参加することが求められています。 

地域においては、一人の住民としてまちづくりに参画することが期待されて

おり、職員一人ひとりの持つ能力・技能を活用し、次代の親づくりに参加する

ことを奨励、啓発していくものとします。 

 

◎職員アンケート結果概要 

子どもの育成に関する地域活動の参加状況については、「定期的に活動している」21 人、「不定期に活動

している」20人を合わせると、約 4割の職員が何らかの活動に参加しています。また、「今後活動したい」

が 19人と回答する一方、40人が「活動したことはなく、今後も予定がない」と回答しています。 

どんな活動に参加したか、また参加したいかについては、「防犯パトロール」が 21 人で最も多く、続い

て「スポーツ・野外活動の指導者」が 19人、「お祭りや地域に根ざした活動の役員」が 19人となっていま

す。 

 

■ 子どもの育成に関する地域活動の参加 [集計表１６]              ( 人 ） 
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■ どのような地域活動に参加したか （複数回答）[集計表１６－１]        ( 人 ） 

       

 

 

これらのことを踏まえて、以下の事項を実施していきます。 

 

 

（１）子どもとふれ合う機会の支援（１）子どもとふれ合う機会の支援（１）子どもとふれ合う機会の支援（１）子どもとふれ合う機会の支援    

    ①①①①    地域活動への参加奨励地域活動への参加奨励地域活動への参加奨励地域活動への参加奨励    

子育てや青少年育成に関する地域活動への積極的参加を促す。 

・方策：職員が地域活動に参加する場合のボランティア休暇及び年次

休暇を積極的に認めるようにする。 

 

 ②②②②    職員の講師・指導者派遣職員の講師・指導者派遣職員の講師・指導者派遣職員の講師・指導者派遣    

子どもが参加する集会等に職員が講師、指導者として出席する。 

・方策：出前講座に子供向け講座を開設する等、子どもが参加する集

まりに職員を派遣する。 

 

 ③③③③    町施設の提供町施設の提供町施設の提供町施設の提供    

子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供する。 

・方策：子どもが参加する地域活動にトイレなどの施設や駐車場など

の敷地を提供する。 
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（２）子どもの安全確保への取り組み（２）子どもの安全確保への取り組み（２）子どもの安全確保への取り組み（２）子どもの安全確保への取り組み    

    ①①①①    業務中の配慮業務中の配慮業務中の配慮業務中の配慮    

業務中の職員が子どもの安全に注意を払う。 

・方策：職員が業務で公用車等により走行する際、子どもに対する防

犯等の注意を払うようにする。 

 

 

（３）子育てバリアフリー化（３）子育てバリアフリー化（３）子育てバリアフリー化（３）子育てバリアフリー化    

①①①①    窓口応対の取組窓口応対の取組窓口応対の取組窓口応対の取組    

子どもを連れた人が気兼ねなく申請や相談ができるよう、窓口応対 

のソフト面でのバリアフリーの取り組みを推進する。 

・方策：窓口応対で注意すべき言葉遣いや態度等の事例集を作成する。 

     

②②②②    利用しやすい設備の整備利用しやすい設備の整備利用しやすい設備の整備利用しやすい設備の整備    

子どもを連れた人が利用しやすい設備の整備を行う。 

・方策：施設の建替え時や新設時に、乳幼児と一緒に利用できるトイ

レやベビーベッド、授乳室などの設置を優先的に検討する。 
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ⅥⅥⅥⅥ    計画の推進について計画の推進について計画の推進について計画の推進について    

 

１ この計画は町全体で推進していくものです。そのため、計画の進行状況を管

理し、計画の一層の推進を図るとともに、新たな状況の変化に対応していくた

め、特定事業主推進委員会において、適宜、計画の進行状況について報告する

ものとします。 

 

２ この計画の策定、変更にあたっては、書面やグループウェアを活用し、全職

員に周知するものとします。 

 

３ この計画の実施にあたっては、各職員が各々の生活環境や職責などを踏まえ

て、自主的に取り組むことが重要です。そのため、全職員が子育てをしやすい

職場、すべての職員が働きやすい職場の実現のため、意識改革を進めて行く努

力が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


