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はじめにはじめにはじめにはじめに

我が国における急激な少子化を背景に、次世代の社会を担う子どもた

ちが健やかに生まれ、育成される社会を実現するため、平成15年７月に

「次世代育成支援対策法」が成立しました。

警察は、本来の職務を通じて少年の健全育成について責任を有してい

ますが、一方、この法の成立によって、警察本部長は、職員を雇用する

事業主としての立場から、職員の子どもたちが健やかに育成されるよう

に勤務環境を整備するための計画（特定事業主行動計画）を策定するこ

とが義務づけられました。

近年、警察を取り巻く環境は厳しさを増し、職員一人ひとりの業務負

担も大きくなってきております。また、職務の特殊性から多くの職員が

単身赴任を余儀なくされている現状にあり、家族との団らんの時間も十

分にとれない職員も多いことと思います。

しかし、申すまでもなく、充実した仕事をするためには幸せな家庭生

活や子どもの健やかな成長は重要な要素です。職員が子育て等で家族と

過ごせる時間をより取りやすくするよう、業務の合理化や勤務環境の改

善に努めてまいりますが、職員も業務の合理化に向けた意見を出し、こ

の計画内容を自分自身の問題としてとらえ、父として、母として、次世

代の子どもたちを育てていく一人の大人として、意識を高めていくこと

を切に願っています。

平成17年３月

高知県警察本部長

黒木 慶英



- 2 -

第１ 計画期間・対象・推進体制について第１ 計画期間・対象・推進体制について第１ 計画期間・対象・推進体制について第１ 計画期間・対象・推進体制について

１ 計画期間１ 計画期間１ 計画期間１ 計画期間

平成17年４月１日から平成22年３月31日までの５年間とします。平成17年４月１日から平成22年３月31日までの５年間とします。平成17年４月１日から平成22年３月31日までの５年間とします。平成17年４月１日から平成22年３月31日までの５年間とします。

次世代育成支援対策法は、平成17年４月１日から平成26年３月31日ま

での10年間の時限立法ですが、その前半の期間である平成17年４月１日

から平成22年３月31日までの５年間を計画期間とします。

２ 対象２ 対象２ 対象２ 対象

高知県警察全職員です。

３ 計画の推進体制３ 計画の推進体制３ 計画の推進体制３ 計画の推進体制

次世代育成支援対策を効果的に推進するため、警務課人事・企画担当

を事務局として、それぞれの職場における計画の実施状況を点検し、必

要に応じて計画の見直し等を行います。

また、仕事と子育ての両立についての相談窓口の開設（厚生課）や啓

発資料の作成・配布、土佐ネット掲示板での各種情報提供等を実施しま

す。

第２ 基本方針第２ 基本方針第２ 基本方針第２ 基本方針

高知県警察次世代育成支援行動計画（以下「行動計画」という ）を策。

定するにあたり、次世代の子どもたちを育てていく責任を担っている若手

職員を指定し、ワーキンググループを設置して検討しました。

行動計画の策定にあたっては、

○ 治安責任を全うしつつ、次世代育成に向けた施策として何が可

能か

○ 将来を見据えた基盤整備

を基本方針として職員の意識改革を前提に策定したものです。

第３ 具体的な取組みについて第３ 具体的な取組みについて第３ 具体的な取組みについて第３ 具体的な取組みについて

１ 職員の勤務環境に関すること１ 職員の勤務環境に関すること１ 職員の勤務環境に関すること１ 職員の勤務環境に関すること
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(1) 制度の周知を図るために(1) 制度の周知を図るために(1) 制度の周知を図るために(1) 制度の周知を図るために

○ リーフレットの配布

母性保護、育児休業、休暇、超過勤務の制限等の各種制度を理

解しやすいようにまとめたリーフレットを作成し、全職員に配布

します。

配布されたリーフレットをよく読んで、職場において妊娠して

いる人や子育てに励んでいる人が制度を利用しやすい職場の雰囲

気をつくりましょう。

○ 県警機関誌等の活用

県警機関誌に「次世代育成コーナー」を設け、各種制度の情報

提供等を行うほか、職員からの意見等については、意見提案シス

テムで受け付けます。

○ 所属幹部からの制度説明の取組み

職員が子育てに関する休暇を取得しやすい職場環境とするた

め、子どもの生まれた（生まれる）職員の情報を得た際に、所属

長等の所属幹部から当該職員に子育てに関する休暇制度等の説明

をする取組みを平成17年度から開始します。この取組みを契機と

して、子育て中の職員だけでなく、所属幹部自ら職員の子育てへ

の理解を深め、職員が子育てをしやすい環境づくりにつなげてい

きましょう。

(2) 妊娠中及び出産後における配意(2) 妊娠中及び出産後における配意(2) 妊娠中及び出産後における配意(2) 妊娠中及び出産後における配意

○ 母性保護等に関する制度の周知

妊娠中及び産後１年未満の女性職員については、母性保護及び

母性管理の観点から、

・妊娠障害（つわり等）による特別休暇

・妊産婦の健康診断のための特別休暇

・妊婦の通勤緩和のための特別休暇

・妊婦が休息又は補食を必要とする場合の職務専念義務の免除

・深夜勤務、時間外勤務の制限
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が設けられています。土佐ネット掲示板やリーフレット等により

職員の皆さんに周知を図っていきます。

○ 各職場における配意

上司や同僚職員は、母性保護制度への理解を深め、妊娠中の職

員がこうした制度を取得しやすい雰囲気づくりをしましょう。

また、タバコの煙はおなかの赤ちゃんに悪影響を与えます。職

場における分煙対策を徹底してください。

○ 相談窓口の開設

出産・子育てに関する相談窓口を厚生課において開設し、保健

師が健康相談等を受け付けていますので、気軽に利用してくださ

い。

また、県教委が親になる人に向けて、妊娠から出産までの知識

や注意点等を掲載したホームページを開設していますので、紹介

しておきます。

アドレス http://premanet.jp/

携帯電話 http://premanet.jp/k/

(3) 子どもの出生時における父親の休暇の取得促進(3) 子どもの出生時における父親の休暇の取得促進(3) 子どもの出生時における父親の休暇の取得促進(3) 子どもの出生時における父親の休暇の取得促進

出産をサポートすることは、家族の絆を深める第一歩です。でき

るだけのサポートに努めましょう。

○ 父親として家族をサポートするために

子どもが産まれ父親になる男性職員は、妻が出産のために入院

した日から子どもの出生後２週間の期間中、３日間の出産補助休

暇を取得することができます。父親として少しでも家族をサポー

トするために、出産補助休暇の完全取得を目指します。

○ 休暇の取得促進のために

父親となる職員が、出産に関しての休暇を取得しやすいように、

職場でのサポートも必要です。職員が休暇を取得しやすい職場の雰

囲気づくりを心掛け、同僚職員も可能な限り業務上のサポートを心

掛けてください。
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(4) 育児休暇等を取得しやすい環境づくりのために(4) 育児休暇等を取得しやすい環境づくりのために(4) 育児休暇等を取得しやすい環境づくりのために(4) 育児休暇等を取得しやすい環境づくりのために

育児休業は、３歳未満の子どもを養育するために一定期間休業し、

子育てに専念するための制度です。

また、仕事をしながら一日の勤務時間の一部を勤務せず、子育てに

従事することを認める部分休業制度も設けられています。

職員が安心してこれらの制度を利用するには、上司や同僚職員の理

解と協力が必要です。

職員の子育てを職場ぐるみで支援する視点で、育児休業等を取得し

やすい環境づくりに取り組んでください。

○ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰のために

子育て中の職員は、育児休業から円滑な復帰ができる環境が必要

です。職場全体で暖かく迎え入れる環境はもちろん、所属長をはじ

め同僚職員は、育児休業中の職員に業務の状況を連絡をしたり、復

帰時に必要な情報の提供を心掛ける配慮をしましょう。

○ 育児休業、産前産後休暇等の代替要員の確保

所属長は、育児休業に伴う代替職員（正職員又は臨時職員等）の

、 。配置が必要な場合には 早めに警務課人事係に連絡をお願いします

(5) 時間外勤務縮減のために(5) 時間外勤務縮減のために(5) 時間外勤務縮減のために(5) 時間外勤務縮減のために

時間外勤務の縮減は、子育て中の職員に限らず、全職員において取

り組むべき課題ですが、勤務の特殊性からしても直ぐに解決できる問

題ではありません。

しかし、大切なことは職員一人ひとりが時間外勤務縮減に向けて取

り組むことであり、仕事の進め方や業務の簡素化、事務事業の見直し

等効率的な業務執行を心掛けることです。

○ 定時退庁日の徹底

毎週水曜日に設定している定時退庁日（ノー残業デー）の徹底を

行います。所属長や上司は、職員に対して声掛けを行うとともに、

自らがすすんで定時退庁に心掛け、時間外勤務の縮減に努めてくだ
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さい。

また、やむを得ず時間外勤務をする場合でも、他の職員が退庁し

やすいような雰囲気づくりを心掛けることが大切です。

○ 所属での取組みの促進

自所属において、時間外勤務縮減のために

・ 勤務時間内での事務処理の励行

・ 宿直明け時の時間外勤務の縮減

・ 交替制勤務者の宿直明け時の時間外勤務の縮減

・ 勤務時間の変更及び週休日の振替等の積極的な活用

に取り組んでください。また、定時退庁日以外でも、特段の事情が

ない限りは早めの退庁を心掛け、家庭で家族とふれあい、有意義な

時間を過ごせる工夫をお願いします。

(6) 休暇の取得を促進するために(6) 休暇の取得を促進するために(6) 休暇の取得を促進するために(6) 休暇の取得を促進するために

休暇を取得しやすい職場づくりは、子育て中の職員にとってだけで

なく、全職員に共通する課題であり、取得しやすい職場の確立が次世

代育成へとつながります。

職員一人ひとりが仕事と家庭生活のバランスを意識し、お互いに協

力し合いながら、休暇の取得を促進しましょう。

○ 所属長や上司からの職員への取得促進

所属長や上司の方は休暇制度や種類を理解して、職員への周知と

ともに取得の促進を図ってください。また、自分から率先して各休

暇の取得を行うようにしてください。

○ 夏季休暇の完全取得を目指して

夏季休暇の完全取得を目指します。休暇計画を立て、連続休暇を

取得するようにしましょう。

○ 職員の意識・働き方の見直し

職場内で休暇の取得状況についての話し合いを行い、取得実績の

少ない（休みたくても休めない）職員が休暇を取れるように職場ぐ

るみで協力しましょう。
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休暇の取得実績が少ない人は 「休むのは後ろめたい」等と思い、

がちです。責任感を持って仕事をすることは大切なことですが、そ

の影響で周りの職員までが休暇を取りづらくなっているかも知れま

せん。

子育てに対する意識の見直しや自分自身のリフレッシュのために

も、全職員が休暇制度のあり方や働き方を見直しましょう

２ その他の次世代育成支援対策に関すること２ その他の次世代育成支援対策に関すること２ その他の次世代育成支援対策に関すること２ その他の次世代育成支援対策に関すること

(1) 子育てバリアフリーを促進するために(1) 子育てバリアフリーを促進するために(1) 子育てバリアフリーを促進するために(1) 子育てバリアフリーを促進するために

○ 施設を利用する子どもを連れた人のために

子どもを連れた人が気兼ねなく来庁（署）できるように、親切丁

寧な対応等のソフト面でのバリアフリーを心掛けましょう。

○ スポーツ等を通じた地域活動への参加

スポーツや文化活動で、子育てに役立つ知識や技術を持っている

職員や地域の子育て活動に意欲のある職員は、機会をとらえて積極

的に参加しましょう。職員の参加に関しては、所属長や上司は職員

の地域活動参加に理解をお願いします。

(2) 子どもとふれ合う機会を充実させるために(2) 子どもとふれ合う機会を充実させるために(2) 子どもとふれ合う機会を充実させるために(2) 子どもとふれ合う機会を充実させるために

○ 子どもを対象とした職場見学ツアーの実施

子どもが警察を身近に感じる機会として、本部庁舎や各警察署等

の見学ツアーを広く募集します。特に職員の子どもが見学できる機

会づくりとして夏休みや冬休みに計画します。
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おわりにおわりにおわりにおわりに

次世代育成支援対策として本計画に掲げられた施策を実効あるものと

するためには 職員皆さんの意識改革が不可欠です 職場優先の環境 例、 。 （

「 」 ）えば 家庭を顧みず仕事にまい進することが警察官の鏡 という考え方

や、固定的な性別役割分担の意識（例えば「子どもの面倒をみるのは母

親の仕事」という考え方）を変えていくことが大切です。

この計画が着実に実行され、職員の皆さんが子育てをしながら、いき

いきと働くことのできる活力ある職場となることを期待します。


