
次世代育成支援対策推進プログラム

平成１８年４月

沖 縄 県



Ⅰ 次世代育成支援対策推進プログラムについて

１ 目 的

沖縄県では、職員の職業生活と家庭生活の両立を支援することを目的として、平成

17年３月に「沖縄県特定事業主行動計画」を策定しました。この行動計画を具体的に

、 （ 「 」 。）推進するため 次世代育成支援対策推進プログラム 以下 推進プログラム という

を策定し、行動計画に基づく具体的な取組等を示すこととします。

２ 研究会の設置

沖縄県特定事業主行動計画策定・推進委員会作業部会の下に、職員で構成する研究

会を設置し、仕事と子育ての両立を推進するための課題の整理、職員を対象としたア

ンケート調査の企画・分析及び推進プログラム案の作成を行いました。

３ 基本目標

研究会で検討した結果、推進プログラムの策定にあたって 「仕事と子育ての両立、

が可能になる職場を目指す」を主要目標として掲げ、沖縄県職員としての職業生活の

なかで、子育ての意義を感じることができるような職場環境の整備を行うこととしま

した。

４ 推進プログラムの期間

推進プログラムは、沖縄県特定事業主行動計画の期間（平成17年度から平成21年度

まで）のうち、概ね前半の３年間（平成18年度から平成20年度）とします。

５ 推進プログラムの推進主体

推進プログラムは、沖縄県特定事業主行動計画に基づき策定されるものであること

から、同計画の策定主体となっている任命権者間において調整を行い、統一的に推進

することとします。
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Ⅱ 次世代育成支援対策推進プログラム

重点目標 仕事と子育ての両立が可能となる職場を目指す

妊娠や出産は、個人の選択に任されるべきという前提を踏まえた上で 「仕事と、

子育ての両立が可能となる職場を目指す」という主要目標を設定し、沖縄県職員と

しての職業生活のなかで、子育ての意義を感じることができるような職場環境の整

備を行うこととします。

職員アンケート調査の概要

知事部局の職員の５％にあたる234名を層化無作為に抽出して調査票を配布し、回

答のあった221名（回答率94％）を分析しました （12Ｐ～17Ｐ参照）。

子育てそのものについては、約７割が肯定的にとらえていますが、自分の職場では

子育てと仕事の両立について可能であると回答した割合は約６割に止まっています。

仕事と子育ての両立が可能と回答した割合は、女性職員の方が少なくなっています

が、その理由として、平日の子育てや家事に関わる時間が男性職員の約３倍（休日は

約２倍）要し、自由に使える時間も少なく、子育てのことで休む必要がある場合は自

分が休む、子育て中は仕事を家に持ち帰ることが多いなど、男性職員に比べて仕事と

子育ての両立に関する問題に直面していることが多いということが示唆されていま

す。

また、男性職員の育児休業取得については、約25％の職員が積極的に取得すべきと

回答し、男性職員の約半数も取得できる状況なら取得したいと回答していますが、そ

の一方で、その他の育児に関する休暇制度については、認識が十分でないという結果

も得られています。

さらに、子育てに関する地域活動へ参加している職員は、全体の１割程度となって

います。

課 題

主要目標を達成するため、次の４つの基本目標を設定し、それぞれの目標達成のた

めの具体的な取組を検討しました。

基本目標１ 夫婦で協力して子育てする。

基本目標２ 職場が子育てに配慮する。

基本目標３ 子育て中は早めに帰宅する。

基本目標４ 社会環境整備が進む。
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基本目標１ 夫婦で協力して子育てする。

女性の社会進出が進んでいることから、これまでの固定的な男女役割意識では、

女性だけに負担（感）が大きくなってしまい、結果として少子化傾向になります。

子育てと仕事の両立のためには、男性の家事や育児への積極的な参加が求められて

おり、そのための支援策が必要となっています。

また、このような社会の中で生活しているという現状認識、夫婦間での家事や育

児に関する話し合い、周囲の理解なども必要となります。

①夫婦で子育てについてよく話し合うと回答した職員は、38％となっていま

す。現

②男性職員も子育てや家事に参加すべきという考え方に強く同意すると回答

した割合は、女性52.3％、男性27.6％となっています。

③子育てや家事に関わっている平均時間は、平日で女性4.8時間、男性1.6時

間、休日で女性11.3時間、男性5.7時間となっています。

④子育てのために仕事を休む必要がある場合に、主に自分が休むと回答した状

割合は、女性58.3％、男性16.1％となっています。

①男性職員の子育てや家事に対する意識を高めるとともに、子育てや家事へ課

の積極的な参加を促す必要があります。

②子育て中の職員の悩みやニーズを拾い上げる場を設ける必要があります。題

職員ができること

・男性職員も積極的に子育てや家事に参加するようにします。

・夫婦が等しく子育てを行えるように、夫婦でよく話し合います。

具

職場における支援策

［男性職員の意識改革］体

パンフレット等を作成して、子育てと仕事の両立の重要性や休暇制度等の

周知を図ります。的

［休暇の取得促進］

夫婦で等しく子育てや家事を行うことができるように、年次有給休暇や夏な

季休暇などの積極的取得を促します。

［男性職員の育児休業取得の促進］取

男性職員に対して、１か月程度の期間の育児休業の取得や、配偶者の産前

産後期間中における育児休業の取得を促進します。組

［特別休暇の取得促進］

新たに導入した男性職員の育児参加休暇と出産補助休暇等とを組み合わせ

た取得を促進します。
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基本目標２ 職場が子育てに配慮する。

子育て中は、いろいろな場面で時間をとられることが多いため、有効に休暇制度

を活用する必要があります。そのため、休暇制度の取得促進とともに、職場におい

ても、子育て中の職員が休暇を取得しづらい雰囲気をつくらないなどの配慮が必要

となります。

管理監督者は、職員が子育てと仕事の両立を図ることができるよう、職員の意見

を踏まえた上で、積極的に支援を行う必要があります。

①子育てと仕事の両立に関して、上司の理解があると回答した職員は61％、

同僚の理解があると回答した職員は70％となっています。現

②妊娠や子育てに関連する休暇制度について、育児休業や産前・産後休暇を

知っていると回答した割合は高くなっていますが、育児部分休業等、知ら

れていない制度があります。状

、 。③家庭と仕事を両立したいと回答した職員の割合は 約７割となっています

①妊娠や子育てに関連する休暇制度の周知を図る必要があります。

②妊娠や子育てに関連する休暇制度の認知度が全体的に低い男性職員に、制課

度を周知する必要があります。

③子育て中の職員が休暇や育児休業を取得しやすい職場の雰囲気づくりを行題

う必要があります。

職員ができること

仕事と子育てを両立させようという意欲をもちます。具

体 職場における支援策

［休暇制度の周知］

子育て等に関する休暇制度の周知を図ります（例：一覧表を休暇簿に貼り的

付ける等 。）

［休暇を取りやすい雰囲気づくり］な

子育て中の職員が、男女を問わず休暇や育児休業等を取得しやすい職場環

境づくりを行います。取

［管理者等の意識改革］

管理監督者に対して、推進プログラム等の周知を図り、子育て中の職員に組

対する配慮等について認識を高めます。
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基本目標３ 子育て中は早めに帰宅する。

時間外勤務の縮減は、次世代育成支援の観点からも重要な課題となっています。

妊娠や子育て中の職員にとって、長時間に及ぶ時間外勤務は、大きな負担となる

ことから、職員の事情等に十分配慮するとともに、全体としても時間外勤務の縮減

に向けて取り組む必要があります。

「 」①子育てと仕事を両立させる上で最も心配なこととして 時間外勤務が多い

と回答した職員が最も多くなっています（43％ 。現 ）

②時間外勤務を「いつもする 「時々する」と回答した職員は、67％となっ」

ています。

③子育て中の女性職員は、仕事を家庭に持ち帰ると回答した割合が高くなっ状

ています。

①子育てと仕事の両立を図るためには、時間外勤務の縮減を図り、時間的な課

ゆとりを確保することが重要な課題となっています。

。題 ②班・係体制で業務を遂行するという認識をさらに徹底する必要があります

職員ができること

①効率的に業務を執行し、定時退庁を心がけます。

②休暇等を取得しても、他の職員が業務を代替できるような仕事のやり方を具

心がけます（業務手順のマニュアル化等 。）

体 職場における支援策

［時間外勤務等縮減対策の推進］

時間外勤務等の縮減に向けた取組指針等による縮減対策を実施します。

［業務体制の改善］的

複数の職員で業務を担当するなど、班や係体制での業務執行に努めます。

［班・係内ミーティングの実施］

班・係内の各担当者の業務内容や業務量等の確認を絶えず行うため、班・な

係内で定期的にミーティングを行います。

［早出遅出勤務制度の利用促進］

早出遅出勤務制度の周知及び利用促進を図り、子育て中の職員の負担軽減取

を図ります。

［子育て中の職員への配慮］

、 。組 時間外勤務を命ずる場合には 子育て中の職員の事情等に十分配慮します

［定時退庁日の強化］

毎月「ファミリーデー（仮称 」を設定して、家族や親しい友人等と夕食）

を共にする等有意義な時間を過ごすことを促します。
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基本目標４ 社会環境整備が進む。

次世代育成対策は、家庭、住民、地方自治体や企業などが参加して、地域全体で

総合的に取り組む必要があります。県職員も地域住民の一員として、子育て支援に

関する地域活動にも積極的に参加し 「子育てしやすい地域づくり」に貢献するこ、

とが望まれています。

①子育てに関する地域活動に参加していると回答した職員の割合は、約１割現

に止まっています。

②年齢が低い層ほど、地域活動に参加する割合が低い状況にあります。状

職員は、地域住民の一員として、子育てに関する地域活動への積極的な参課

加に努める必要がありますが、地域活動に目を向ける余裕がないことが考え

られます。題

職員ができること

①子育てを通じて地域活動への積極的な参加を心がけます。具

②子育ての有無に関わらず、地域における子育て支援活動等に参加します。体

的

な 職場における支援策

［地域活動等への参加支援］取

年次有給休暇等を取得しやすい職場環境をつくり、職員が子育てに関する組

地域活動等に参加することに配慮します。
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Ⅲ 具体的な取組の推進

１ 重点的な対策

(1) 「子育て応援サイト（仮称 」の開設）

推進プログラムを広く周知し、取組を推進するため、庁内 を利用して「子育LAN
て応援サイト（仮称 」を開設し、職員に対して情報を発信します。）

(2) 「ファミリーデー（仮称 」の設定）

次世代育成支援対策の観点から定時退庁日を強化するため、毎月「ファミリーデー

（仮称 」を設定して、家族や親しい友人等と夕食を共にする等有意義な時間を過ご）

すことを促します。

(3) 男性職員の育児休業の取得促進

男性職員に対して、１か月程度の育児休業の取得、夫婦交替しての育児休業の取得

及び配偶者の産前産後期間中（第一子の産前期間は含まない ）における育児休業の。

取得を働きかけます。

２ 具体的な取組方法

取組主体

：子育て中の職員、又は父親・母親となる予定の職員○子育て中の職員

：子育て中の職員の所属長○所属長

：子育て中の職員の同僚職員○周りの職員

：職員の人事や服務等を管理している課○人事担当課

(1) 全体を通した取組

○子育て中の職員

・休暇制度をよく理解して休暇取得の計画をたてます。特に男性職員は、育児休業や

特別休暇を積極的に取得するよう努めます。

○所属長

・子育て中の職員との面談等を行い、職員の事情等を十分に把握します。

・複数の職員で業務を担当するなど、班や係体制での業務執行に努めます。

・班・係内の各担当者の業務内容や業務量等の確認を絶えず行うため、班・係内で定

期的にミーティングを行うようにします。

・時間外勤務等の縮減に向けた取組指針等による縮減対策を実施します。

、 。・時間外勤務を命ずる場合には 妊娠中や子育て中の職員の事情等に十分配慮します

・子育て中の職員で人事異動等の配慮が必要な場合は、人事担当課に報告します。

○周りの職員

・子育て中の職員に配慮するとともに、必要に応じて支援等を行います。

・時間外勤務等の縮減に向けた取組指針等に基づく取組を実施します。

・子育て経験者は、子育て中の職員が子育て等に関する悩みを抱えている場合には、
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助言を行うよう努めます。

：○人事担当課

・庁内 を利用して「子育て応援サイト（仮称 」を開設し、推進プログラムやLAN ）

休暇制度等の周知を図ります。

・子育てに関するパンフレット等を作成して、子育てと仕事の両立の重要性や休暇制

度等の周知を図ります。

・管理監督者に対して、推進プログラム等の周知を図り、子育て中の職員に対する配

慮等について啓発します。

・ ファミリーデー（仮称 」を設定して、家族や親しい友人等と夕食を共にする等「 ）

有意義な時間を過ごすことを促します。

・職員の人事異動等にあたり、子育て中の職員については、可能な範囲でその状況等

に応じた配慮を行います。

(2) 子育て等の時期ごとの取組

［妊娠の申出及び妊娠中の時期］

○子育て中の職員

・職員は、本人又は配偶者が出産する予定がわかったら、できるだけ速やかに所属長

に申し出ます。

・妊娠や子育てに関する休暇制度の情報を収集し、制度の内容等を十分理解するとと

もに、夫婦で話し合って休暇等の取得計画を検討します。

・男性職員も年次有給休暇等を取得して、出産前の検診等に付き添うようにします。

○所属長

・妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直し等必要な取組を行います。

・パンフレット等を利用して妊娠や子育てに関する休暇制度の周知を図ります。

・職場全体で支援する体制をつくり、子育て中の職員が気兼ねなく年次有給休暇や特

別休暇等を取得することができるような職場環境づくりを行います。

・深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求があった場合は、必要な措置を行います。

○周りの職員

・子育て中の職員への配慮を心がけ、職員が気兼ねなく年次有給休暇等を取得するこ

とができる雰囲気づくりに努めます。

○人事担当課

・ 子育て応援サイト（仮称 」により妊娠や子育てに関する休暇制度の周知を図り「 ）

ます。

・妊娠や子育てに関するパンフレット等を作成して、子育てと仕事の両立の重要性等

の周知を図ります。
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［出産前後の時期］

○子育て中の職員

・父親となる職員は、出産補助休暇や男性職員の育児参加休暇により連続休暇を取得

して、育児に積極的に参加します。

○所属長

・父親となる職員に対して、出産補助休暇や男性職員の育児参加休暇による連続休暇

の取得を働きかけるとともに、業務の支援体制をつくるなど配慮を行い、育児への積

極的な参加を促します。

○周りの職員

・出生前後において、男性職員が連続休暇を取得できるように支援を行います。

【目標】子どもの出生時における男性職員の特別休暇（男性職員の育児参加休暇

及び出産補助休暇）の２日以上の取得を１００％とします。

［育児休業の取得促進］

○子育て中の職員

・育児休業や育児部分休業を積極的に取得するようにし、できるだけ早く請求手続き

を行います。

・男性職員は、配偶者の産前産後期間中や１か月程度の期間の育児休業取得に努めま

す。

○所属長

、 。・子育て中の職員に対して 育児休業や育児部分休業の積極的な取得を働きかけます

・男性職員に対して、１か月程度の期間の育児休業の取得や、配偶者の産前産後期間

中における育児休業の取得を働きかけます。

・子育て中の職員が安心して育児休業を取得することができるよう、代替要員の確保

や業務分担の見直し等を検討します。

○周りの職員

・子育て中の職員が安心して育児休業等を取得することができるように支援を行いま

す。

○人事担当課

・育児休業を取得している職員の業務を代替するための臨時的任用職員や任期付職員

の配置を検討します。

【目標】男性職員の育児休業取得（任命権者合計）を５％とします。
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［育児休業後の復職支援］

○育児休業中の職員

・育児休業中における業務に関する資料等の送付の希望の有無を所属長に伝えます。

・育児休業中は、職場に電話や電子メール等で近況を報告するなど、職場との情報交

換に努めます。

○所属長

・育児休業中の職員の希望に応じて、業務に関する資料（内部資料等を除く）や参考

資料等を定期的に送付します。

・育児休業取得後復職した職員の業務分担等について検討を行い、必要な配慮をしま

す。

周りの職員

・育児休業から復職した職員が業務に慣れるように支援を行います。

［子育て中の職員の支援］

○子育て中の職員

・年次有給休暇や夏季休暇等を計画的に取得します。

・男性職員も子育て等に参加するため、子の看護休暇等の特別休暇を積極的に取得し

ます。

・早出遅出勤務制度の要件を満たす職員は、その利用を検討します。

・効率的に業務を執行し、定時退庁を心がけるようにします。

・休暇等を取得しても、他の職員が業務を代替できるような仕事のやり方を心がけま

す（業務手順のマニュアル化等 。）

・子育て等について不安がある場合は、一人で抱え込まず、周りの職員や友人に相談

するよう心がけます。

・子育てを通じて地域活動への積極的な参加を心がけます。

○所属長

・年次有給休暇や子の看護休暇等の特別休暇を取得しやすい職場環境をつくり、子の

急な病気への対応や学校行事・地域活動等への参加に配慮します。

・年次有給休暇については、最低でも年１０日の取得を促します。

・早出遅出勤務の申請があった場合は、早出遅出勤務を適用することができるように

職場環境づくりを行います。

・定時退庁日には職員に退庁を促すとともに、時間外勤務等の縮減に向けた取組指針

等による縮減対策を実施します。

・子育て中の職員から深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求があった場合は、必要な

措置を行います。

○周りの職員

・子育て中の職員が年次有給休暇や特別休暇を気兼ねなく取得することができるよう
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な雰囲気づくりに努めます。

・定時退庁日には定時退庁するなど、時間外勤務等の縮減に向けた取組指針等による

縮減対策を実施します。

・子育て中の職員から子育て等に関する相談があった場合、子育て経験者等はできる

限り助言を行うように努めます。

○人事担当課

・ 子育て応援サイト（仮称 」により妊娠や子育てに関する休暇制度の周知を図り「 ）

ます。

・妊娠や子育てに関するパンフレット等を作成して、子育てと仕事の両立の重要性等

の周知を図ります。

【目標】年次有給休暇の平均取得日数について、前年を上回るようにします。
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職員を対象としたアンケート調査  

 

現状分析（グラフ（ ）の数は対象者数、以下同様） 

仕事と子育ての両立ができますか（男女別）

64.3%

50.0%

60.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性(70)

女性(24)

合計(94)

はい いいえ どちらともいえない
 

・ 両立が可能と答えているのは女性が少ない。 

 

70.0%

48.0%

75.0%

82.8%

75.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

20代(4)

30代(29)

40代(32)

50代(25)

全体(90)

子育ては楽しい

 

・ 年代が上がるほど、子育てを楽しいと答える割合は低下 

 

 

 

hokamash
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職員を対象としたアンケート調査 

 

男性も子育てや家事に参加すべきである」という考え方について

27.6%

52.3%

70.4%

47.7%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

強く同意する 同意する 同意しない
 

・ 男性も育児参加すべきだと強く思う割合は、女性よりは男性が低い 

あなたには自由に使える十分な時間がありますか

34.8%

12.5%

30.3%

25.0%

34.8%

62.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

はい いいえ どちらとも言えない
 

・ 自由に使える十分な時間があると答えたのは、女性よりは男性が多い 
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子育てや家事に関わっている平均時間（平日）

4.0

3.0

2.2

5.4

1.2

5.3

1.0

3.8

0

2

4

6

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

20代 30代 40代 50代

時間

 

子育てや家事に関わっている平均時間（休日）

10.0
11.5

9.6

13.3

3.5

12.3

3.2

7.0

0

2

4

6

8

10

12

14

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

20代 30代 40代 50代

時間

 

・ 男性が子育てや家事に関わる時間は年代が上がるにつれて短くなる傾向がある 

子育てのために休む必要がある場合、どちらが仕事を休むことが多いですか

16.1%

58.3%

35.5%

33.3%

48.4%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

自分が休む パートナーが休む どちらとも言えない
 

・ 子育てのために休む必要がある場合は女性が休むことが多い 
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休暇制度を知っている割合（N=211)

21.9%

28.1%

43.8%

50.0%

53.1%

62.5%

65.6%

78.1%

96.9%

98.4%
93.2%

84.4%

87.1%

19.7%

35.4%

23.1%

12.9%

28.6%

12.2%

17.0%

10.2%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

部分休業

出産補助休暇

妊娠障害休暇

育児時間

通院休暇

子の看護休暇

子の予防接種

妊婦通勤緩和休暇

産前休暇

産後休暇

育児休業

男性 女性
 

・ 休暇制度により認知度に差があるが、全般的に男性が低調である 

家庭と仕事のどちらを優先したいですか

23.2%

21.5%

22.7%

10.6%

7.4%

66.2%

78.5%

69.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

合計

仕事優先 できるだけ両立 家庭優先
 

・ できるだけ両立させようと考えているのは女性が多い 
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仕事と持ち帰ることがありますか

21.2%

33.3%

23.7%

45.5%

42.9%

35.8%

36.8%

2.5%

4.8%

4.5%

39.5%

28.4%

47.6%

28.8%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育て中の男性(66)

子育て中の女性(21)

子育て中ではない男性(81)

子育て中ではない女性(38)

いつも ときどき あまり ほとんど
 

・ 子育て中の女性は仕事を持ち帰ると答えた割合が高かった 

 

時間外勤務と仕事持ち帰りの関係

66.7%

45.8%

4.8%

3.8%

35.6% 64.4%

96.2%

95.2%

54.2%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつも

ときどき

あまり

ほとんど

全体

時
間
外
勤
務
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か

持ち帰る 持ち帰らない
 

・ 時間外勤務をする(いつもする、ときどきする)と答えた人は、そうでない人に比べて

仕事を持ち帰る頻度も多いという結果であった。 
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3.1%

16.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40歳未満(98)

40歳以上(119)

子育てに関する地域活動（子ども会、サークルなど）に参加してい
ますか

参加している 参加していない
 

・ 年齢が若いほど参加の状況がよくない 
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