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３　計画の推進体制
　
（１）　次世代育成支援対策に関する管理職や職員に対する研修・講習、情報提供等を
　　　実施します。
（２）　仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供や、職員の妊娠中及び出産後
　　　の支援を適切に実施するため、消防本部総務課に担当者を配置することを基本と
　　　し、職員が気兼ねなく相談を受けられる体制の整備に努めます。
　　　　担当者については、必要に応じ総務課以外の部署にも配置することとします。
（３）　啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等により、行動計画の内容の周知徹
　　　底を図ります。
（４）　本計画の実施状況については、各年度ごとに、担当者等が把握をした結果や職
　　　員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施や計画の見直し等を図り、実効性の
　　　ある取り組みを進めます。

１　目的
　
　この計画は、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律に基づき、人吉下球磨消防組合職員（以下「職員」という。）が仕事と子
育ての両立をできるよう、また、女性職員が働きすい環境でますます活躍できるよ
う、次世代育成支援対策及び女性を取り巻く職員の仕事と生活の調和の推進等、様々
な支援対策に取り組み、当組合における職場環境の改善に資することを目的としま
す。
　次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画と女性活躍推進法に基づく行動計画
は、超過勤務の縮減や男性の育児休業の取得促進など、取り組むべき課題が重なる部
分もありますが、女性の採用や育成、登用などの女性の職業生活に関する部分におい
て数値目標を設定し、女性職員があらゆる部署で断続的に活躍するためには、仕事と
家庭の両立が前提となることから、二つの行動計画の連携・整合性を図りながら推進
していきます。

２　計画期間
　
　「女性活躍推進法」 は、平成２８年度から10年間の時限法であることから、事業
主行動計画策定指針では、計画期間内に数値目標の達成を目指すことを念頭に概ね２
年から５年程度に設定し、定期的に行動計画の進捗を検証しながら、その改定を行う
ことが望ましいとされており、段階的に見直しを図れるよう、第1次行動計画の期間
は、平成28年4月1日から令和３年3月31日までの５年間、第２次行動計画の期間
は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とします。
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【課題分析】
　採用した職員に占める女性職員の割合については、第一次計画と同様に競争試験で
あることから、具体的な数値目標の設定は困難ですが、一定以上の女性受験者を確保
する必要があることから、今後も、消防の魅力や女性が活躍できる職場であることを
周知する活動 を実施する等継続的な取り組みを実施する他、女性職員が妊娠や出産等
により離職することが無いよう、一時的に仕事へ携われない期間があったとしても、
それ以前の初期キャリアの段階から仕事のやりがいを感じられ 、キャリアプランを描
き、仕事への意欲が高いまま、家庭生活と両立できる職場環境の形成が必要であると
考えられます。

【実施状況】
①採用した職員に占める女性職員の割合は、女性受験者がいない年度もあるため、女
性比率は変動しますが、直近５年での女性職員の採用は３名で、総数23名に対し約
13％となっています。

②女性職員の割合は、R2年度時点で3.6％ととなっています。直近5年での採用3名
に対し、H29年度中に1名の退職があっています。
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４　第1次行動計画の実施状況、課題分析

（１）採用した職員に占める女性職員の割合及び女性職員の割合

【目標値】
・採用した職員に占める女性職員の割合　⇒　具体的な数値目標の設定なし
・女性職員の割合　　　　　　　　　　　⇒　5％
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【実施状況】
　第１次計画策定時から比較すると、近年の超過勤務時間については、増加傾向にあ
り、平成27年度の月当たりの平均超過勤務時間4.87時間に対し、令和2年度は7.01
時間と約2時間程度増加しています。しかし、令和２年度は、「令和２年７月豪雨」
という未曽有の大災害が発生したことから、災害対応に係る超過勤務時間が発生した
ことが大きな要因となっています。

【課題分析】
　超過勤務時間数については、業務量の増加や住民のニーズの多様化に伴う事務の困
難化や、また、災害の発生状況に左右されることが多く、縮減を図ることができませ
んでした。災害に関係する超過勤務については必要となるものですが、その他事務・
事業については、特定の職員に集中しがちな状況も一部見受けられ、第一次計画で定
めた、縮減に向けた取組である一斉定時退庁日等の実施や、事務の簡素合理化の推進
及び意識啓発が十分ではありませんでした。
　超過勤務時間数縮減のためには、今後も職員個々の働き方を見直し、効率的な業務
改善を推進していく必要があります。また、超過勤務の上限の目安時間を定めた法令
や超過勤務縮減の取り組みの重要性について周知し、職員一人ひとりの更なる意識改
革を進める必要があると考えられます。

（２）超過勤務時間

【目標値】
具体的な数値目標の設定なし
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【実施状況】
　第一次計画期間中における男性職員の配偶者出産休暇取得率は、39.05％となって
います。対して、人吉下球磨消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
第13条第8項に規定する休暇（以下、「育児参加のための休暇」という。）を取得し
た実績はありません。

【課題分析】
　配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率が低水準である要因としては、三
交替制の隔日勤務という消防業務の特殊性等も少なからず影響しているものと考えら
れますが、今後休暇の促進を図るため、出産（本人、配偶者）を控えている職員に対
し、管理職員又は担当者等により、各種両立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、
育児参加のための休暇）の活用促進やキャリアプランに関する助言を積極的に行うと
ともに、全職員に対し定期的に周知する等、職員が仕事と育児を両立しやすい環境づ
くりが必要であると考えられます。

【実施状況】
　平成28年度から令和2年度まで、育児休業取得対象者は、延べ38名で全て男性職
員です。そのうち育児休業を取得した職員は1名で、取得率は、2.6％となっていま
す。また、取得期間についても2ヶ月と短期間となっています。

【課題分析】
　男性職員の育児休業取得率の政府目標は、令和2年で13%、令和7年で30%となっ
ていますが、当組合の取得率は低い水準となっています。あくまで希望職員ではあり
ますが、今後は 、継続的な取り組みを実施する他、 対象者に制度の周知を徹底する
等、 積極的な働きかけを強化するとともに、 既に取得した職員の体験談を発信する
等、 男性職員が育児に参加しやすい環境づくりが 必要であると考えられます。

（４）男性職員の配偶者出産休暇等の取得状況

【目標値】
具体的な数値目標の設定なし

（３）育児休業を取得した職員の割合

【目標値】
希望職員の取得率100%
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　（ⅱ）管理的地位にある職員に占める女性職員の割合
　当組合の女性職員は全員２０代であるため、管理的地位にある女性職員はいません
が、今後管理的地位で必要とされる能力を３０代、４０代のうちから身に付けていけ
るように、職員各々がキャリアプランを意識した能力開発に取り組むと共に、女性職
員の適切な登用に留意したうえで多様なポストに積極的に配置し、職員の長期的な
キャリア形成を視野に、若い世代向けのキャリア研修の実施や、多様なキャリアパス
の開発に努めます。
　本項目についても、今後、勤続年数、女性職員の数の推移により随時見直し、設定
することとします。
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（１）女性に対する職業生活に関する機会の提供
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（５）職員の年次有給休暇の取得日数の状況

【目標値】
全職員が取得日数年10日以上

【実施状況】
　直近５年の年次有給休暇の取得状況は表のとおりで、R2年度は取得状況が大幅に
改善され、取得日数10日未満の職員数は27人となり、令和1年と比較し、62人の減
となりました。
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【課題分析】
　年次有給休暇の取得状況は、R2年には大幅に改善されましたが、全体の4分の1に
相当する27人が10日以上取得できていません。
また、R2年度は、隔日勤務者の平均取得日数13.9日に対し、日勤者は5.5日となっ
ており、勤務形態で取得状況に差が生じています。
　今後は、 計画的な取得促進等を強化する等、 年次休暇の 取得日数が少ない職員に
対し、個々に働きかける必要があると考えられます 。

69人

H29

631.5日

５　数値目標と取り組み内容

（ⅰ）採用した職員に占める女性職員の割合及び職員の女性割合
　採用した職員に占める女性職員の割合については、第1次計画と同様に具体的な数
値目標は設定しないこととしますが、女性消防職員が安心して働き易い職場環境や、
施設などが整っていることや、女性消防職員の活躍、仕事と子育ての両立や職場環境
などを紹介することで、採用試験の女性受験者の確保に努めます。また、総務省消防
庁においては、令和８年当初までに全国の消防吏員に占める女性消防吏員の割合を
５％まで引き上げることを共通目標としていることから、当組合においても、５％を
目標とし、女性受験者の拡大に向けた積極的広報（ホームページ、広報誌等）、計画
的な採用を推進します。
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（ⅰ）超過勤務時間

（２）職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備

　所属長等が、部下の時間外を含めた勤務時間を意識した上で、所属の業務を整理
し、優先順位をつけ、具体的な指示により部下へ仕事を割振り、適切な進捗管理を行
うことで、所属における超過勤務の縮減に取り組むとともに生産性の高い職場づくり
に努めます。職員は、ノー残業デーの実施や事務改善による人事評価等により時間に
対する意識を高めて、効率的な業務遂行に努めます。
　尚、第１計画で定めた超過勤務縮減に向けた取組については、第２次計画期間も引
き続き実施することとします。
　ア　一斉定時退庁日等の実施
　　日勤者においては、定時退庁日を設定するとともに、幹部職員による定時退庁の
　率先垂範を行い、交替制勤務者においては、業務の申し送り等は簡潔、明瞭に行い
　時間短縮に努め、急を要する職務担当者又は超過勤務を命じられた者以外は定時退
　庁を実施します。

　イ　事務の簡素合理化の推進及び意識啓発
　　新たに行事等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の上
　実施し、併せて既存の行事等との関係を整理し、代替的に廃止できるものは廃止す
　ることとします。会議・打合せ等については、担当者又は所属の意見等を事前に集
　約する等、時間の短縮化を図り、定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化
　を推進します。
　　救助技術訓練等長期的に行う超過勤務については、最も効果的な方法を用い、時
　間の短縮化を図ることとします。

（ⅱ）男性職員の育児休業取得率
　第1次計画と同様に希望職員の取得率100％を数値目標としますが、男性職員の育
児休業取得率の政府目標は、令和2年で13%、令和7年で30%となってることから、
全体の取得率向上のため、所属長等は、育児休業等を希望する職員が取得できる環境
を整備するため、いつ育児休業取得の申出があった場合でも業務に支障が生じること
がないよう に、複数担当制の導入や、日頃から の業務配分の適正管理 、 育児休業を
取得した職員の円滑な職場復帰の支援のため、育児休業中の職員の希望に応じて、職
場や業務の状況について、メール等で定期的に情報提供を行うなど、全職員に対し育
児休業、休暇、時間外勤務の制限などの各種制度を理解しやすいよう周知するととも
に、幹部会議等の場において、定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ、職員が
安心して取得できる職場環境の整備に努めます。さらに、小学校就学始期に達するま
での子をもつ職員の非常招集について配慮するなど、職員が積極的に育児に参加でき
るよう、職場の意識改革を推進します。

　（ⅲ）男性職員の配偶者出産休暇等の取得状況
　共働き世帯が増加する中で、女性が職場において活躍するためには、男性の育児参
加の促進が喫緊かつ重要な課題となるため、 所属長等は、「配偶者分娩休暇」「男性
の育児参加」制度の周知を図り、子育て中の男性職員の休暇取得を促進し、幹部会等
を通じて、子育てに関する各種制度等職員に発信します。
　また、職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）
が出産する場合には、特別休暇（人吉下球磨消防組合職員の勤務時間、休暇等に関す
る条例施行規則第１３条の表６の項に掲げる日数）に加え、年次有給休暇の取得推進
を図ります。
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　（ⅳ）年次有給休暇の取得
　所属長等は、所属における業務スケジュールを年度初めに職員へ周知するととも
に、職員が計画的に年次休暇を取得できるよう努め授業参観日における休暇や、結婚
記念日や家族の誕生日等における休暇（アニバーサリー休暇）の取得や、週休日や休
日と合わせて合計 5 日以上の連続休暇の取得 、夏季休暇を利用した連続休暇の取得
など年次有給休暇を取得しやすい職場環境を構築し、一人当たりの平均取得日数を１
０日以上を数値目標とし、積極的な取得を推進します。
　また、幹部職員を対象としたマネジメント研修、メンタルヘルス研修を積極的に活
用し、職員の服務管理、事務分担の見直しを適宜行い、モチベーション向上となるマ
ネジメント能力の向上を図ると共に、職場を優先とする環境、意識の改革に努め、
ワーク・ライフ・バランスを意識した働き方の検討を適宜実施します。

（３）その他の次世代育成支援対策に関する事項

　その他の次世代育成支援対策に関する事項については、第1次計画において定めた
事項を引き続き実施します。

（１）法に基づく実施状況の公表

　【次世代育成支援のための特定事業主行動計画】
　　次世代 法第19条第５項に基づき、ホームページにより公表を行います 。
　【女性活躍推進のための特定事業主行動計画】
　　女性活躍推進法第19条第６項に基づき、ホームページにより公表を行います 。

（２）推進体制
　
　本計画の実施状況については、各年度の進捗状況や今後の取組を確認・協議し、職
員が一体となって本計画に掲げる取組を推進します。
　また、本計画策定時及び変更時はその計画を公表、職員に周知するほか、取組の実
施状況についても公表、職員に周知します 。

６　計画の進捗管理等
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