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はじめに

男女がともに働きやすい社会の実現をめざして

　日本が女性差別撤廃条約を批准して30年余り、男女平等の実現にむけて取り組み

を続け、男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法、女性活躍推進法が整備され

てきましたが、先進国の中で今なお女性の社会進出は進んでいない状況です。「男は

仕事、女は家庭」という言葉で表現される性別役割分業意識にとらわれず、男女が平

等に、自分らしく、いきいきと暮らせる社会づくりが必要です。

　自治労は、1995年に「男女がともに担う自治労計画」を策定し、労働組合の意思

決定機関への女性の参画、男女平等社会、職場・組合づくりに取り組んできました。　

　現在は、「男女がともに担う自治労第4次計画」で掲げた目標を達成するため、

2016年5月、「男女がともに担う自治労アクションプラン（2016年9月〜 2019年8

月）」に取り組み、女性参画を推進しています。しかし、一定の前進は果たしている

ものの、目標の達成には至っておらず、職場における男女平等、ワーク・ライフ・バ

ランス、男女間や正規・非正規の格差の拡大など、多くの課題がいまだ解決できてい

ません。

　この間、男女平等社会の実現をめざし各種要求行動に取り組むため、雇用主要

求を全単組で進めていくためのガイドブックとして、1997年に「Let’s start 」、

2000年 に「Let’s step」、2002年 に「Let’s step up」、 そ し て2014年 に は「Let’s 

challenge」を発行し、法制度の改正・整備や社会情勢の変化に対応して改訂を重ね

てきました。

　今回、男女がともに子育てや介護などを担うことが当たり前になるよう、仕事と

家庭の両立支援を実現するための内容に特化した「Let’s challenge両立支援ガイド

ブック」を発行しました。

　すべての組合員がワーク・ライフ・バランスを実現するため、交渉・協議にご活用

ください。

男女がともに担う自治労委員会

　委員長 杣谷 尚彦
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目的 両立支援制度
制度の概要

【参考】
国家公務員
（非常勤職員）

妊娠
出産 育児 介護 （制度） （参照頁）

◇
深夜勤務および
時間外勤務の制限

Q1(P6) 妊産婦である職員が深夜勤務・時間外勤務をしないこと ○

◇
健康診査および
保健指導

Q1(P6)
妊産婦である職員が健康診査および保健指導の受診のために勤務しない
こと ○（無給）

◇ 業務軽減等 Q1(P6) 妊産婦である職員が業務の軽減又は他の軽易な業務に就くこと ○

◇ 通勤緩和 Q1(P6)
通勤時の混雑が妊娠中の職員の負担になる場合、１日につき１時間以内で
勤務しないこと ○（無給）

◇
休息または補食のため
の職務専念義務免除

Q1(P7)
妊娠中の職員が母体保持等のために必要な時間勤務しないことが認められ
る ○（有給）

◇ 産前休暇 Q3(P10) 産前６週間前から出産の日までの休暇 ○（無給）

◇ 産後休暇 Q3(p10)
出産の翌日から原則として８週間を経過する日までの休暇

（産後6週間を経過し、医師が支障がないと認めた場合は勤務可） ○（無給）

◆ 配偶者出産休暇 Q5(P13) 妻の出産に伴う入退院の付添等を行う男性職員に与えられる休暇 ×

◆ 育児参加のための休暇 Q5(P13) 妻の産前産後期間中に、子の養育を行う男性職員に与えられる休暇 ×

◎ 育児休業 Q4(P11) ３歳未満の子を養育するための休業
△

※一定の場合には
認められる

◎ 育児短時間勤務 Q8(P16) 小学校就学前の子を養育するため、通常より短い勤務時間で勤務すること ×

◎ 育児のための部分休業 Q8(P17) 小学校就学前の子を養育するため、１日につき２時間まで勤務しないこと
△

※一定の場合には
認められる

◎ 育児時間 Q8(P17)
生後１歳未満の子を養育するため、１日２回それぞれ30分以内で勤務しな
いこと

○（無給）
※一定の場合には

認められる

◎ 子の看護休暇 Q8(P19)
小学校就学前の子の看護のための休暇
年５日（子が２人以上の場合は10日）

○（無給）
※一定の場合には

認められる

◎ 介護休暇 Q8(P18) 家族の介護を行うための休暇（通算６月。３回まで分割可）
○（無給）

※一定の場合には
認められる

◎ 介護時間 Q8(P18)
家族の介護を行うための休暇

（連続３年の間に１日２時間まで）

○（無給）
※一定の場合には

認められる

◎ 短期介護休暇 Q8(P19)
家族の介護を行うための休暇

（年５日（要介護者が２人以上の場合は10日）まで）

○（無給）
※一定の場合には

認められる

◎ ◎ 早出遅出勤務 Q6(P14)
小学校就学前の子の養育や放課後児童クラブへの送迎、家族の介護のた
め、勤務時間帯を変更 ○

◎ ◎ 深夜勤務の制限 Q7(P15)
小学校就学前の子の養育や要介護者ため、深夜（午後10時〜午前５時）に
勤務しないこと ○

◎ ◎ 超過勤務の免除 Q7(P15)
３歳に達するまでの子の養育や要介護者の介護のため、超過勤務しない
こと ○

◎ ◎ 超過勤務の制限 Q7(P15) 小学校未就学児の養育や要介護者の介護のため、超過勤務を制限すること ○

◇ ◎ ◎ 休憩時間の短縮 Q6(P14)
通勤時の混雑が妊娠中の職員の負担になる場合、小学校就学前の子の養
育や、小学校に就学している子の送迎、、要介護者である家族の介護のた
め、休憩時間を短縮（休憩時間が60分の場合は45分）すること

○

■両立支援制度の概要
　正規職員が利用できる制度は以下の通りです。非正規職員については、国家公務員（非常勤職員）を
最低ラインとして法を上回る制度を勝ち取りましょう。

◇…女性のみ利用できる制度　　◆…男性のみ利用できる制度
◎…男女ともに利用できる制度

○…利用可能　　△…条件や自治体ごとの規程による
×…利用不可
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女
性
職
員
の
場
合

深夜勤務および時間外勤務の制限
健康診査および保健指導のための職務専念義務免除
業務軽減等
通勤緩和
休息、捕食のための
職務専念義務免除

産前休暇 産後休暇

育児時間
育児休業
育児短時間勤務
育児のため部分休業
子の看護休暇
早出遅出勤務
超過勤務の免除
超過勤務・深夜勤務の制限

妊娠 1歳 3歳 6歳

男
性
職
員
の
場
合

育児参加休暇

配偶者出産休暇

育児時間
育児休業
育児短時間勤務
育児のための部分休業
子の看護休暇
早出遅出勤務
超過勤務の免除
超過勤務・深夜勤務の制限

■育児に関する両立支援制度の利用可能期間

■介護に関する両立支援制度の利用可能期間
要介護状態

（制度利用申出が
可能な状態）

介護終了
（対象家族の死亡）

介護休暇
介護休暇（通算6月、3回まで分割可能。時間単位での取得は、始業又は終業までの連続した4時間の範囲内）

 ⬇
介護休暇①

⬇
介護休暇②

⬇
介護休暇③

介護休暇①+②+③＝6月

短期介護休暇
（対象家族1人につき年5日、2人以上の場合10日。1日、半日または1時間単位で取得）

介護時間
（介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内（1日2時間以内（30分単位））

早出遅出勤務
超過勤務の免除

超過勤務・深夜勤務の制限

出産

介護休暇は3回まで分けて
取ることができるけど、
通算で6月までだよ！
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 1	 深夜勤務および時間外勤務の制限	（労基法66条第2項、第3項）

内　　容 

▲

 深夜勤務（宿日直勤務を含む）や時間外勤務をしないことができます。
請求方法 

▲

 任意の様式等により所属長に申し出てください。 なお、全面的な制限のほか、時
間外勤務のみや回数・時間数を限定しての請求もできます。

 2	 健康診査等のための職務専念義務の免除	（均等法12条）

内　　容 

▲

 保健指導や健康診査を受けるため、勤務しないことができます。
請求方法 

▲

 休暇簿（特別休暇用）により所属長の承認を受けてください。

	 回数は妊娠期間に応じて以下の通りです。	なお、妊娠が確認された初回の通院や母親学級
は対象にはなりません。

妊娠期間 回数  
〜妊娠23週 4週間に1回

医師等により特別の
指示があった場合は、
その指示された回数

妊娠24週〜 35週 2週間に1回
妊娠36週〜出産 1週間に1回
〜産後1年 医師等が示した回数※

※男女雇用機会均等法施行規則第2の3第2号では、「医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示す
るところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること」と定めています。条例では、4週間に
1回となっていることが多いようです。

 3	 業務軽減等	（労基法65条第3項）

内　　容 

▲

 業務を軽減したり、他の軽易な業務に就くことができます。
※	具体的には、出張制限や夜勤から日勤への変更などをいい、勤務時間の短縮は含まれません。

請求方法 

▲

 保健指導または健康診査の指導事項に基づき、所属長に申し出てください。

	 重度のつわり（妊娠悪阻）で休養が必要である旨の指導を受けた場合は、業務軽減等ではな
く、病気休暇の請求をしてください。

妊娠中の期間は、請求により以下の制度を利用できます。A

妊娠

Q1
妊娠したら、どのような制度を
利用できますか？

留意点

留意点
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 4	 休息、補食のための職務専念義務の免除
　 	（職務に専念する義務の特例に関する条例など）

内　　容 

▲

 職員の業務が母体または胎児の健康保持に影響があると認められるときは、適宜休
息したり、補食するために勤務しないことができます。
※勤務時間の始めまたは終わりや休暇等に引き続いて取得することはできません。

請求方法 

▲

 保健指導または健康診査の指導事項に基づき、休暇簿（特別休暇用）等により所属
長の承認を受けてください。

	 継続勤務の疲れを癒す時間や簡単な食事をとる時間で、通常の休憩時間だけでは足りない場
合に請求することができます。時間の制限はありませんが、長時間にわたるものは想定して
いません。

 5	 通勤緩和（均等法13条）

内　　容 

▲

 職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響が
あると認められるときは、勤務時間の始めまたは終わりに1日を通じて1時間を超
えない範囲内で勤務しないことができます。
※	通勤緩和に引き続いて休暇を取得することはできません（通勤緩和が承認されている時間を含めて休
暇として請求してください）。

請求方法 

▲

保健指導または健康診査の指導事項に基づき、医師等から通勤緩和の指導を受けた
場合、休暇簿（特別休暇用）等により所属長の承認を受けてください。

留意点

各自治体の条例で、
「妊娠通勤緩和休暇」として

定められているケースが
多いです。
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　均等法 13 条とその指針（「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づ
く指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」）では、
妊産婦が保健指導等による医師等の指導事項を守ることができるようにするための措置を定め
ています。新規に制度化したり、既存制度を拡充するにあたっては、この条文内容を活用して
取り組みを進めましょう。

　切迫流産のおそれで絶対安静を必要とする
場合や、妊娠中毒症で静養を必要とする場合
等、明らかに妊娠に伴う病的な障害である場
合には病気休暇での取り扱いになりますが、
妊娠に起因する高血圧、悪阻、浮腫等の生理
的症状で就業が困難な場合、妊娠障害休暇が
あるといいでしょう。

　制度化にあたっては、特別休暇の一つとし
て 1 〜 2 週間の範囲で定め、取得単位も日
や時間とし、取得対象期間も妊娠全期間とし
て通算で何日とするようにしましょう。各自
治体によってさまざまですが、2 週間以内の
期間を定めているところが多いようです。

　近年晩婚化が進み、不妊治療者として治療
を受けながら仕事を続ける夫婦が増加してい
ます。不妊治療にはお金も時間もかかります
が、仕事と両立することは難しく、離職する
ケースもあることから、不妊治療休暇を制度
化しておくとよいでしょう。　
　自治体によって、不妊治療休暇を私傷病に
よる療養休暇（1 年間で 90 日を超えない範
囲で必要な期間）としているケースや、1 回

の申請につき連続する 6 月の期間内におい
て必要と認められる期間を取得期間と定めて
いる場合などさまざまです。
　不妊治療は、頻繁に通院する必要があるた
め、通院に必要な時間だけ休暇を取ることが
できるよう、年次有給休暇を時間単位で取得
でき、出退勤時刻の調整ができるようにする
だけでも効果的です。

組合で要求しよう

妊娠障害休暇

不妊治療休暇
action

 6	 休憩時間の短縮（人事院規則15-14	第7条）

内　　容 

▲

 子の養育（小学校就学前まで）や送迎（小学校卒業まで）、要介護者である家族の
介護のため、職場にいる時間を短くできるよう、休憩時間を短縮（休憩時間が60
分の場合は45分）することができます。

請求方法 

▲

 保健指導または健康診査の指導事項に基づき、休憩時間変更事由申出書等により、
所属長に申し出てください。
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Q2

妊娠

妊娠中の女性職員が行う業務に
制限はありますか？

　すべての女性は、重量物を扱う業務（満18歳以上　断続作業30kg、継続作業20kg）および有害物
を発散する場所において行われる業務に就くことはできません。就業制限業務のうち公務で想定され
る主なものは、下記の通りです。

あります。妊娠中の女性職員は、労働基準法第 64 条の 3、女性労
働基準規則第 2条に定められている就業制限業務の範囲の業務に就
くことはできません（産後 1年を経過しない女性職員やその他の女
性職員も一部制限があります）。

A

　妊産婦の業務の軽減のために、給
食や保育職場等では、非常勤等職員
の加配を要求するなどの取り組みが
あります。
　誰もが安心して働ける職場づくり
のために、要求しましょう！

組合で勝ち取ろう

action

就業制限の業務の範囲 妊婦 産婦 その他

1号　重量物を扱う業務　
　　  （満18歳以上）断続作業30kg　　継続作業20kg × × ×

14号　高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が
　　　 危害を受けるおそれのあるところにおける業務 × ● ●

18号　有害物を発散する場所において行われる業務 × × ×
20号　著しく暑熱な場所における業務 × ▲ ●
21号　多量の低温物体を取り扱う業務 × ▲ ●
22号　著しく寒冷な場所における業務 × ▲ ●
×…就業させてはならない業務
▲…申し出た場合に就業させてはならない業務
●…就業させても差し支えない業務
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Q3

出産

出産のために、女性職員はどのような
休暇が利用できますか？

産前・産後で以下の休暇が利用できます。
また、産後 1年までは母性保護の観点から、	深夜勤務の制限などの
制度（Q1の 1〜 3参照）も利用できます。

A

留意点

（労基法65条）
産前休暇 産後休暇

対象
6週間以内（多胎妊娠の場合には14週間）に出産
予定の職員

出産した職員

内容
分娩予定日の6週間（多胎妊娠の場合には14週
間）前から分娩予定日まで、勤務しないことが
できる。

出産日の翌日から8週間を経過する日まで勤務す
ることはできない（産後6週間を経過し、医師が
支障がないと認めた場合は勤務できる）。

請求 休暇簿（特別休暇用）により請求 出産後、速やかに電話等により届出

その他
分娩予定日より出産日が前後した場合は、出産
日までの期間を産前休暇として取り扱う。

妊娠12週以後の分娩であれば、流産や早産など
事情は問わない。

給与
（条例）

有給（特別休暇） 有給（特別休暇）

第1子の育児休業中の場合で勤務していない場合でも、第2子を妊娠した場合は、産前休暇の申出
または出産したことにより育児休業が失効するので、速やかに上司等を通じて人事担当者に申し
出てください。
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育児・介護

Q4
育児休業はどのような制度ですか？
また、育児休業期間の変更はできますか？

地方公務員の育児休業等に関する法律に定められており、任命権者
の承認を受けて、最長で養育している子が 3歳の誕生日の前日まで
休業できる制度です。

A

育児休業制度の概要

根拠法律 地方公務員の育児休業等に関する法律

根拠条例  等 職員の育児休業等に関する条例

対象範囲

⃝子（特別養子縁組の監護期間中の子および養子縁組里親に委託されている子等を含む）を養育
する職員

⃝以下の職員も対象
①地公法17条の一般職非常勤職員（勤務が1年に満たない者、養育する子が1歳6か月に達する

日までに任期が満了すること等が明らかである者を除く）
　②地公法28条の5再任用短時間勤務職員
　③任期付職員法5条第1項、第2項職員
　※ 任期付職員法5条第3項職員および特別職非常勤職員においては、根拠条例を定めることによ

り対象とすることができる。

取得期間・
回数

⃝1日以上で子が3歳に達するまで
※非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する

までの間で条例で定める日※（当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合と
して条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日）まで

⃝子一人につき1回
※条例では1歳に達するまでと定めている場合が多い。

延長

原則として同一の子について1回に限り延長が可能。
ただし、条例で定める特別の事情がある場合（配偶者の入院、配偶者との別居など、請求時に予
測できない事実の発生により、再度の延長をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合な
ど）には、再度の延長を請求できる。

再度の請求

⃝同一の子について原則、再度の取得はできない。
ただし、条例で定める特別の事情（配偶者の入院、配偶者との別居など、予測できない事実の
発生により、再度の請求をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合や、最初の育児休業
の承認の請求時に育児休業計画書により任命権者に申し出て、その育児休業の終了後3か月以
上の期間を経過した場合など）がある場合は、再度、育児休業を取得することができる。
また、職員が妻の出産日から産後休暇の期間（出生の日から57日間以内）に育児休業を開始
し終了した場合（産後パパ育休）には、特別の事情がなくとも、再度、育児休業を取得するこ
とができる。

育児休業の
短縮

育児休業の短縮は法令上規定していないが、育児休業中に託児先が見つかった場合などは、養育
状況変更届を提出の上、「子を療育しなくなった」として育児休業が取り消されることとなる。
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仕事と育児・介護の両立を進める職場環境づくり

　臨時・非常勤等職員の賃金労
働 条 件 調 査（2016 年 度 ） に よ

れば、育児休暇が「ある」は、一般事務
で 41.1％（内有給は 7.0％）保育士では
44％（内有給 7.2％）、「ない」は一般事
務で 58.3％、保育士は 56％と 6 割近く、
学校給食調理員、図書館、看護師につい
ても「ない」が 5 割前後となっています。
誰もがいきいきと働ける社会の実現が重要
課題となっている中、公務においても両立
支援制度の整備が進められています。しか
し、自治体で働く臨時・非常勤等職員はど
うでしょうか？ 地公育休法と民間の育児・
介護休業法の大部分が適用されず、子ども

を授かる＝仕事を諦めざるを得ないのが現
実です。同じ職場で働く「仲間」である臨
時・非常勤等職員のこの現状を「非常勤職
員だから仕方ない」と考える人はいないで
しょう。
　2020 年 4 月施行の「会計年度任用職員」
制度において、確実に制度化をはかるとと
もに、社会保険や雇用保険が未整備の場合
には、法改正を待たずに制度化を進めるこ
とが重要です。正規・非正規にかかわらず、
仕事と育児・介護の両立を進める職場環境
づくりと早急な制度整備が労働組合に求め
られています。

column

　地公育休法 6 条第 1 項は、「任命権者は、
育児休業の請求があった場合、当該請求に係
る期間について職員の配置換えその他の方法
によって当該請求をした職員の業務を処理す
ることが困難であると認めるときは、当該業
務を処理するため、次の各号に掲げる任用の
いずれかを行うものとする」と、必要に応じ

て業務分担の変更や任期付職員の採用など代
替措置を講じることを明記しています。育児
介護休業を希望する職員が、心おきなく取得
するためにも代替え職員の確保は重要です。
育児・介護休業を取得しやすい職場の雰囲気
づくりや必要な人員確保を労働組合として
しっかりと要求しましょう。

代替えの確保など休みやすい環境づくり

組合で要求しよう

action
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出産

Q5

以下の休暇を利用できます。
また、出産後は育児休業なども取得できます。

配偶者の出産前後に、男性職員は
どのような休暇を利用できますか？

A
配偶者出産休暇 育児参加のための休暇

対象
対象配偶者が出産予定または出産した職員 配偶者が6週間以内に出産予定または出産後8週

間以内である職員

内容

配偶者の出産に伴う入院等の日から、出産日後2
週間を経過する日までの間に、配偶者の入退院
の付添い等のため、2日の範囲内で勤務しないこ
とができる。

配偶者の産前産後期間中に、出産に係る子や小
学校就学の始期に達するまでの子を養育するた
め、5日の範囲内で勤務しないことができる。

請求 休暇簿（特別休暇用）により請求 休暇簿（特別休暇用）により請求

単位
1日または1時間（残日数を全て使用する場合は
分単位の使用も可）

1日または1時間（残日数を全て使用する場合は
分単位の使用も可）

その他
出産時の付添いや入院中の配偶者の世話、出生
の届出のためにも利用することができる。

他に養育する者（祖父母等）がいる場合でも利
用することができる。

給与 有給（特別休暇） 有給（特別休暇）
※上記内容は、自治体等により異なります。詳細は各職場で確認してください。

留意点
出産予定日は前後しますので、業務や引き継ぎに支障がないよう、休暇を取得する場合は早めに
職場の上司等に相談しましょう。
【育児休業について】
　また、出産後は男性職員も配偶者の就業等の状況にかかわらず育児休業の取得が可能です。な
お、子の出生の日から57日間内に育児休業（産後パパ育休）を取得した男性職員は、特別の事情
がなくても再び育児休業を取得できます。
育児休業	 ・子が３歳になるまで休業することができる

・取得は原則として一回（特別の事情がある場合などは再び取得すること可）
・配偶者の出産日から57日間以内に育児休業を開始し終了した場合（産後パパ育休）は、
特別な事情がなくても再び育児休業を取得できる

・男性職員が出産日から取得する場合は、出産予定日の一か月前までに申し出が必要

出生の日
から
57日

子ども
1歳

母
産後休暇

母
育児休業

父
育児休業
産後パパ
育休

父
育児休業

出生
の日

再取得OK
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育児・介護

Q6

育児や介護のために、
フルタイム勤務のまま勤務時間帯を
変更することはできますか？

変更できます。以下について制度化されている場合は、自治体ごと
に取り扱いは異なりますが、勤務時間帯を変更することができます。A

 1	 早出遅出勤務（各自治体の条例による）

内　　容 

▲

 育児・介護が必要な家族のために、養育・介護のために1日の勤務時間の長さを変
えることなく、始業・就業時刻の繰り上げや繰り下げを行い勤務するものです。あ
らかじめ条例等で定められている早出遅出勤務のための始業・終業時刻の中から選
択し、請求することにより、早出または遅出勤務を行うことができます。

対　　象 

▲

 （1）小学校の始期に達するまでの子を養育する職員
 （2）児童福祉法に基づく学童保育施設に託児している小学生の子を送迎する職員
 （3）要介護者の介護を行う職員

 2	 休憩時間の短縮（各自治体の条例による）

内　　容 
▲

 子の養育や送迎、要介護者である家族の介護のため、休憩時間を短くすることで、
終業時間を早めることができます。休憩時間が60分の場合は45分に短縮できます。

対　　象 

▲

 （1）小学就学の始期に達するまでの子を養育する職員
 （2）小学校に就学している子を送迎する職員
 （3）家族に介護が必要とされる職員

（4） 公共交通機関を利用して通勤している場合に始業終業時刻の変更により30分
以上の通勤時間の短縮が認められる職員

（5） 交通機関の混雑の程度が母体や胎児の健康保持に影響があると認められる妊
娠中の職員

そ の 他 

▲

 早出遅出勤務など、他の措置で対応できない場合に利用可能となります。

仕事 休憩 仕事

仕事 休憩 仕事

通常勤務

休憩時間を
短縮した場合

8時30分 17時15分12時　 13時
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育児・介護

Q7

育児や介護のため、
超過勤務や深夜勤務をせずに働くことは
できますか？

以下の制度を活用して、育児や介護中でも働き続けることが
できます。A

民間の非正規労働者の両立支援制度について
　2016 年 3 月 31 日に成立した育児・
介護休業法の一部改正（2017 年 1 月
1 日施行）は、非正規労働者について

育児休業取得の要件を緩和することで取得促進を
はかり、妊娠・出産・育児休業を経ても継続的に
就業できるようにすること、また、育児・介護休
業を理由とする不利益取り扱い等の防止をはかる
ことを目的としています。
 厚労省が 2015 年に実施した「第 1 子出産前後
の女性の継続就業率」※の調査によれば、非正規
労働者の育児休業取得率は 73.4％と、女性全体
が 81.5％であるのに比べ低い割合となっていま
す。また、「出産前有職者に係る第 1 子出産前後の
就業状況」では、46.9％が出産退職を余儀なくさ
れ、就業継続した有職者は 53.1％と厳しい現状が
浮き彫りになりました。そして、就業継続率では、
正規が 69.1％に対し、非正規は 25.2％。妊娠等

を理由とする不利益取り扱い経験率は、「ほかの会
社に雇用か、勤務先に派遣されていた派遣労働者」
で 48.7％と、依然として妊娠・出産・育児関連の
権利を主張しづらい環境におかれています。正規・
非正規ともに就業継続に必要だったと思うことで
は、「認可（認証）保育園に子供が預けられれば」
6 割弱、「短時間勤務等、職場に育児との両立支援
制度があれば」4 割、「職場に仕事と家庭の両立に
対する理解があれば」4 割強と就業継続を希望し
ていたが継続できなかった胸の内を吐露していま
す。労働組合として、非正規労働者にむけ制度の
周知を雇用主にしっかりと求めるとともに、雇用
形態にかかわらず、仕事と家庭の両立を促進する
ことが、今、社会に求められています。

※厚労省「平成 27 年度仕事と家庭の両立支援に関する実
態把握のための調査研究事業　労働者アンケート
調査結果」

column

 1	 超過勤務の免除（各自治体の条例による、育児・介護休業法61条第19項）

内　　容 

▲

 超過勤務および休日勤務をしないことができます。
対　　象 

▲

 （育児）3歳に満たない子を養育する職員

（介護）配偶者・父母・子等（2週間以上疾病等により日常生活に支障がある者）を介護する職員

 2	 深夜勤務・超過勤務の制限（各自治体の条例による、育児・介護休業法61条第23項、同条第27項）

内　　容 

▲

 【超過勤務】1ヵ月24時間、1年間150時間を超えて超過勤務をしないことができます。

【深夜勤務】配偶者が、深夜において、常態として子を養育できない場合等には、公務に支障

がある場合を除き、深夜勤務（午後10時〜午前5時まで）をしないことができます。

対　　象 

▲

 （育児）小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

（介護）配偶者・父母・子等（2週間以上疾病等により日常生活に支障がある者）を介護する職員
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賃	金

Q8

地方公務員の育児・介護に関わる主な
休業・休暇制度と給与等の取り扱いは
どうなっていますか？

A-1 	
育児休業

　　【地公育休法2〜 9条】 A-2 	
育児短時間勤務

　　【地公育休法10〜 18条】

制度概要

⃝子が3歳に達するまで
⃝取得期間の単位は1日以上
⃝同一の子について原則1回の延長可
⃝同一の子について原則再度の請求不可

⃝小学校就学期の始期に達するまで
⃝�子を養育するため週38時間45分より短い勤務時間（いく
つかの形態から選択）で勤務することを認める制度
�⃝�取得期間の単位は1月以上、1年以下（同一の子について延
長可）
⃝�同一の子について期間終了後1年経過後に再度の請求可
＊部分休業（育児時間）は併用不可
＊保育時間との併用可

給与
（基本給、復職時調整等）

⃝休業期間については支給されない
＊�職務復帰後、他の職員との均衡上必要がある時は育
児休業期間を100/100以下の換算率により、引き続
き勤務したものとみなして号給を調整できる

⃝勤務しない時間の給与は減算
＊昇給はフルタイム勤務と同様の基準を適用

職務関連手当
（調整額、特別調整額等） ⃝支給されない ⃝勤務時間数に応じて支給される

地域手当 ⃝支給されない ⃝勤務時間数に応じて支給される
生活関連手当（扶養、住
居、寒冷地、単身赴任等） ⃝支給されない ⃝フルタイム勤務と同様に支給される

通勤手当 ⃝支給されない

⃝原則、フルタイム勤務と同様の支給
＊�公共交通機関：定期券または勤務回数に応じた回数
券等の額、自家用車：距離に応じた定額（ただし月
10回未満の場合は半額）

時間外勤務手当等
（超過勤務手当、休日給等） ⃝支給されない ⃝�フルタイム勤務と同様、勤務実績に応じて支給。ただし、

超過勤務手当は1日7時間45分までは支給割合が100/100

期末手当
勤勉手当

⃝�基準日以前6ヵ月以内に勤務した場合は、在職期間に
応じて支給（ただし期末手当については1/2の期間についての
除算。また、1か月以下の育休の場合は除算しない）

⃝�短縮した勤務時間について、在職期間から除算（た
だし、期末手当については短縮した期間の1/2の期
間についての除算）

退職手当 ⃝�子が1歳に達した日の属する月までの期間は勤務しない期
間の1/3の月数を勤続期間から除算（以降は1/2の除算） ⃝勤務しない期間の1/3の月数を勤続期間から除算

共済からの手当金

⃝育児休業手当金が支給される
　180日まで→標準報酬日額×67％
　181日〜 1歳→　　　〃　×50％
＊保育所保育を希望し実施されない場合は2歳まで
＊�夫婦ともに育児休業を取得の場合は1歳2月まで（支
給期間は1年間が上限）

【地共済組合法70条の2】

―

期間中の掛金
⃝�育児休業が終了する日（最長、子が3歳に達する日）
の翌日の属する月の前月まで免除される

⃝�給与減少の場合は、それ以後3ヵ月間の額に基づく標
準報酬の改定により掛金が減額（申出により養育期
間以前の標準報酬による掛金とすることも可）

以下の通りです。
16 〜 19 ページの一覧表は、地方公務員に適用される育児、介護に関する法律と、国家公務員
に適用される法律、人事院規則等を参考に作成したものです。実際の自治体の制度は、条例・規
則により定められているため、異なる場合があることに留意してください。各自治体単組は、交
渉で制度の拡充や運用の改善など、制度の上積みをはかりましょう !!

A
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A-3 	
部分休業

　　【地公育休法19条】
　　　＊国公は「育児時間」に名称変更

A-4 	
育児時間

　　【勤務時間法19条、人事院規則15-14・
22条8号、労基法67条】

　　　＊国公は「保育時間」が名称

制度概要

⃝小学校就学期の始期に達するまで
⃝�子を養育するため、1日の勤務時間の一部を勤務し
ないことを認める制度（始業または終業にあわせて
1日につき2時間以内）

⃝��取得期間の単位は1日単位

＊保育時間を取得する場合は合計で2時間まで

⃝�子が1歳に達するまで
⃝�1日2回それぞれ30分以内

＊�育児休業、育児短時間勤務、部分休業とは異なり、
他の親が養育できる場合は取得不可（同時間帯に取
得する場合は女性が優先）

給与
（基本給、復職時調
整等）

⃝��勤務しない時間の給与は減算
＊昇給はフルタイム勤務と同様の基準を適用 ⃝�有給（特別休暇）

職務関連手当
（調整額、特別調整
額等）

⃝��勤務しない時間分を減算 ⃝�そのまま（影響しない）

地域手当 ⃝��勤務しない時間分を減算 ⃝�そのまま（影響しない）
生活関連手当
（扶養、住居、寒冷
地、単身赴任等）

⃝��フルタイム勤務と同様に支給される ⃝�そのまま（影響しない）

通勤手当 ⃝��フルタイム勤務と同様に支給される ⃝�そのまま（影響しない）
時間外勤務手当等
（超過勤務手当、
休日給等）

⃝��フルタイム勤務と同様に勤務実績に応じて支給され
る ⃝�そのまま（影響しない）

期末手当
勤勉手当

⃝��期末手当は在職期間を除算せず
⃝��勤勉手当は育児時間を取得した期間（時間数を日数
に換算）が30日を超える場合には除算

⃝�そのまま（影響しない）

退職手当 ⃝��そのまま（影響しない） ⃝�そのまま（影響しない）注1

共済からの手当金 ― ―

期間中の掛金
⃝��給与減少の場合は、それ以後3ヵ月間の額に基づく
標準報酬の改定により掛金が減額（申出により養育
期間以前の標準報酬による掛金とすることも可）

⃝�そのまま（影響しない）
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A-5 	
介護時間

　　【勤務時間法20条の2、人事院規則15-
14・23条の3、育児介護休業法61条32
項・29〜 31項】

A-6 	
介護休暇

　　【勤務時間法20条、人事院規則15-14・
23条〜 23条の2、育児介護休業法61条
32項・3〜 5項】

制度概要

⃝�配偶者・父母・祖父母・孫・兄弟姉妹等を介護する
職員に与えられる休暇

⃝�介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続す
る3年の期間内（1日2時間以内（30分単位））

⃝�配偶者・父母・祖父母・孫・兄弟姉妹等を介護する
職員に与えられる休暇
⃝�介護を必要とする一の継続する状態ごとに通算6月
（3回まで分割可）以内の期間（1日又は時間単位で
の取得）�

⃝�時間単位での取得は、始業または終業までの連続し
た4時間の範囲内

給与
（基本給、復職時調
整等）

⃝勤務しない時間の給与は減算

⃝勤務しない時間分について減算
＊�職務復帰後、他の職員との均衡上必要がある時は介
護休暇期間を3/3以下の換算率により、引き続き勤
務したものとみなして号給を調整できる

職務関連手当
（調整額、特別調整
額等）

⃝勤務しない時間分を減算 ⃝�フルタイム勤務と同様に支給されるが、月の全日に
わたって勤務実績がない場合は支給されない

地域手当 ⃝勤務しない時間分を減算
生活関連手当
（扶養、住居、寒冷
地、単身赴任等）

⃝フルタイム勤務と同様に支給される ⃝フルタイム勤務と同様に支給される

通勤手当 ⃝フルタイム勤務と同様に支給される ⃝�フルタイム勤務と同様に支給されるが、月の全日に
わたって勤務実績がない場合は支給されない

時間外勤務手当等
（超過勤務手当、休
日給等）

⃝�フルタイム勤務と同様に勤務実績に応じて支給され
る

期末手当
勤勉手当

⃝減算しないで支給される
⃝�ただし、勤勉手当は休暇を取得した期間（時間数は
日数に換算）が30日を超える場合には除算

⃝減算しないで支給される
⃝�ただし、勤勉手当は休暇を取得した期間（時間数は
日数に換算）が30日を超える場合には除算

退職手当 ⃝そのまま（影響しない）注1 ⃝そのまま（影響しない）注1

共済からの手当金 ―

⃝介護休業手当金が支給される
標準報酬日額×67％
�（全日休暇を取得した日数を通算して66日まで支
給、なお時間単位の休暇に対しては支給せず）
【地共済組合法70条の3】

期間中の掛金
⃝�給与減少の場合は、それ以後3ヵ月間の額に基づく
標準報酬の改定により掛金が減額（申出により養育
期間以前の標準報酬による掛金とすることも可）

注1）� 国家公務員退職手当法の運用方針（6条の4関係）において、現実に職務をとらなかった期間であっても、勤務時間法16条に規定する休暇（年次休
暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇および介護時間）の期間については、在職期間の半減を行わないこととされています。
①�地方公務員の育児休業については、「地方公務員の育児休業等に関する法律」等が適用されます。
②�介護休業、子の看護休暇、介護休暇について、国家公務員の場合は、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」が適用されます。一
方、地方公務員の場合は、勤務条件は原則として民間事業所に適用される「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律」や「労働基準法」等が最低基準として適用されますが、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等に関しては、地位の特殊性等を理由に、
育児・介護休業法61条にて非現業の国家公務員の制度に準拠した基準を公務員に関する特例として設けられています。

③�上記の一覧表は、地方公務員に適用される、育児、介護に関する法律と、国家公務員に適用される法律、人事院規則等
を参考に作成したものです。実際の自治体の制度は、条例・規則により定められているため、異なる場合があることに
留意してください。例えば、介護休暇に関しては、上記②にあるように、民間事業所に適用される育児・介護休業法を根拠として通算93日
と定めている自治体もありますが、国家公務員の制度に準じた制度として通算6月の期間としている自治体も多くあります。各自治体単組は
交渉により、制度の拡充や運用の改善など、制度の上積みをはかりましょう。

④�民間企業等で働く労働者の育児、介護に関する制度については、厚労省作成の「育児・介護休業法のあらまし（2017年10月1日施行対応）」
　＜http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html＞などをご参照ください。
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A-7 	
子の看護休暇

　　【勤務時間法第19条、
　　　人事院規則15-14・第22条】

A-8 	
短期介護休暇

　　【勤務時間法第19条、
　　　人事院規則15-14・第22条】

制度概要

⃝小学校就学の始期に達するまで
⃝��負傷し、若しくは治療、療養中の看病および通院等
の世話が必要となった場合や子どもの予防接種、健
康診断、健康診査を受けさせる場合に勤務しないこ
とを認める制度

⃝�１年に５日以内（その養育する小学校就学の始期に
達するまでの子が２人以上の場合は10日以内）

⃝�取得単位は１日または１時間単位

⃝�配偶者や父母、子などの家族が、病気やけ
が等により、2週間以上にわたって日常生
活に支障があり、その者の介護をする場合
に与えられる休暇
⃝�対象家族が1人の場合、1年に5日以内。
対象家族が2人以上の場合、1年に10日以
内。
⃝�取得単位は1日または1時間単位

給与
（基本給、復職時調整等） 有給（特別休暇） 有給（特別休暇）

職務関連手当
（調整額、特別調整額等） そのまま（影響しない） そのまま（影響しない）

地域手当 そのまま（影響しない） そのまま（影響しない）

生活関連手当
（扶養、住居、寒冷地、単身
赴任等）

そのまま（影響しない） そのまま（影響しない）

通勤手当 そのまま（影響しない） そのまま（影響しない）

時間外勤務手当等
（超過勤務手当、休日給等） そのまま（影響しない） そのまま（影響しない）

期末手当
勤勉手当 そのまま（影響しない） そのまま（影響しない）

退職手当 そのまま（影響しない） そのまま（影響しない）

共済からの手当金 ― ―

期間中の掛金 そのまま（影響しない） そのまま（影響しない）

同一労働同一賃金について
　2016 年 12 月 20 日に働き方改
革実現会議で示された政府の「同一

労働同一賃金ガイドライン案」は、同一企業・
団体における正規と非正規間の不合理な格差を
是正し、雇用形態にかかわらず均等・均衡待遇
を確保する「同一労働同一賃金」の実現にむけ、
大きな一歩を踏み出すものとなりました。そし
て、第 196 回国会の最重要法案と位置づけら
れた「働き方改革関連法案」には、「同一労働
同一賃金」を実現するための法改正（労働契約
法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正）
が含まれています。この法案が成立すれば、大

企業が 2020 年 4 月、中小企業は 2021 年 4
月から施行となります。このような民間労働法
制は、直接公務員には適用されませんが、改革
の趣旨は、自治体の臨時・非常勤等職員にも妥
当するものと考えられます。国会における議論
と、法改正後に確定する予定の「ガイドライン」
を注視するとともに、全国で 2,026 万人（総
務省労働力調査 2018 年 2 月速報分）に及ぶ
とされる非正規労働者の「正当な取り扱い」を
求め、公務・民間、正規・非正規にかかわらず、
社会的課題として取り組まなければなり
ません。

column
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　地方公務員の総実労働時間は、所定内労働時間（1790時間）に時間外勤務（本庁：220時間、
2015年度調査）を加算した2,010時間程度となります。自治労や政府が目標として掲げてきた年間
総実労働時間1,800時間と比べても、依然として労働時間は短縮していません。
　恒常的な長時間労働は、育児や介護の責任を担う労働者の就業を妨げるだけでなく、すべての労働
者の心身の健康に有害です。労働基準法は、第1条において、「労働条件は、労働者が人たるに値す
る生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」と明記しています。労働者の健康保
持、家庭生活と職業生活の両立のために、総労働時間縮減の具体的施策が必要です。
　また、政府も、「働き方改革」として、時間外労働の罰則付き上限の導入や勤務間インターバル制
度の普及促進等により、長時間労働の是正をめざしています。
　ワーク・ライフ・バランスの確立を求めて、労働時間の適正な把握と時間外労働縮減の取り組みが
重要です。

恒常的な長時間労働は、すべての労働者の心身の健康に有害です。
労働者の健康保持、家庭生活と職業生活の両立のために、36 協定
の締結・点検、業務の見直し、年次有給休暇の計画的取得など、実
効性ある時間外労働縮減の取り組みが必要です。

Q9
仕事と生活の両立のため、労働時間短縮にむけた取
り組みが始まっていますが、現実はなかなか実現し
ません。どのような取り組みが必要ですか？	

A

　働く時間や休日、時間外労働は、法律によって
定められており、労働時間の上限は、1 週 40 時間、
1 日 8 時間です。この時間を超えて働かせる場合、
使用者は、過半数組合または過半数代表者との間
で労使協定（36 協定）を締結し、労働基準監督
署へ届け出が必要です。
　一方、官公署の事業（法別表第 1 に掲げる事
業を除く）は、労基法 33 条第 3 項に定める「公
務のために臨時の必要がある場合」には、職場の
管理者が超過勤務命令を発することができるとさ
れています（官公署の事業であっても、法別表第
1 に掲げる事業に従事する職員に超過勤務を命ず
る場合は、36 協定の締結が義務づけられていま
す）。しかし、別表第 1 に該当しない非現業の官

公署でも時間外勤務の縮減をめざし、すべての職
場で 36 協定の締結を進め、公務のための「臨時
の必要」に関して、厳格な運用を求めることが必
要です。
　36 協定での延長時間に関しては、基準（時間
外労働の限度に関する基準）があり、これを限
度時間（月 45 時間、年 360 時間）といいます。
限度基準に強行的な効力はないと解されています
が、限度時間をめざして、労使で 36 協定の締結
内容を議論し、業務の見直しなどに取り組みま
しょう。
　また、本部作成の「適正な労働時間管理のため
の職場チェックリスト」を使って、適正な労働時
間の把握を促進しましょう。

36協定を締結・点検しよう！

組合で取り組もう
action
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諸外国の労働時間との比較
　厚生労働省「2017 年毎月勤労統
計調査」によると、常用労働者の平
均年間総実労働時間は 1,721 時間

です。一方、パートタイムを除く一般労働者
の年間総実労働時間は 2,026 時間であり、民
間の常用労働者も 2000 時間を超える労働時
間となっています。時間外勤務 60 時間超の地
方公務員の割合（2015 年）は、本庁勤務者の
5.4％、80 時間を超える職員も 2.2％おり、時
間外労働の削減は公務・民間ともに喫緊の課題
です。

　一方、主要諸外国は減少、横ばい傾向で、イ
タリア 1,734 時間、アメリカ 1,789 時間、イ
ギリス 1,677 時間、スウェーデン 1,609 時間、
フランス 1,473 時間、ドイツ 1,371 時間となっ
ています（すべて 2014 年）。
　さらに、年間休日数でみても、日本は、祝日
が 15 日とドイツ・フランスと比べて 4 日多い
ものの、年次有給休暇の付与日数は、ドイツ・
フランス 30 日に対し、日本は 18.4 日にとど
まっています。労働時間縮減にむけ、
年次有給休暇の取得促進が必要です。

column

年次有給休暇を計画的に取得しよう！

時間外勤務縮減の取り組み事例

他にも…

　自治体における年次有給休暇の平均取得日
数は、2016 年で 11.0 日です。総実労働時
間 1800 時間達成には、年次有給休暇の年
間付与全日数 20 日の完全取得が必要です。

労働者が心身の疲労を回復し、健康で充実し
た生活を送るためにも、年次有給休暇の取得
が必要不可欠です。

　総務省は、時間外勤務縮減の取り組みとし
て、①業務の廃止・縮減、負担の偏りの解消、
会議の効率化等業務の見直し、効率化、②年
休等の取得呼びかけ、管理職による「イクボ
ス宣言」の実施などの意識啓発、③定時退庁
日やノー残業デー、時間外勤務の縮減目標の

設定、④勤務時間・休暇制度の活用、⑤時間
外勤務が多い所属長に対するヒアリング等の
事例を紹介しています。長時間労働を是正し、
ワーク・ライフ・バランスの確立を求めて、
年間総労働時間 1,800 時間の達成をめざし
ましょう。

　連合は、労働者の健康確保をはかる観点か
ら、24 時間につき原則 11 時間の休息時間
を保障すべきとしています。実際、民間企業
では労使合意によって、11 時間の休息時間
を導入している職場もあります。仕事を離れ
て休息する時間の確保のためにも、職場実態
を踏まえて、導入を検討してみましょう。
　2016 年度地方公共団体におけるワーク・

ライフ・バランス推進施策に関する調査結果
によると、労働組合との連携推進組織を設置
したのは 19 か所（40％）、政労使等による
宣言・合意を実施したのは 33 か所（70％）
です。WLB 実現の取り組みを社会的に拡げ
ていくためにも、地方連合会・連合地協、協
力・推薦自治体議員と連携し、地域での取り
組みを進めていきましょう。

組合で取り組もう

action
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1 	ワーク・ライフ・バランスの確立
1）ワーク・ライフ・バランス憲章

（1）　ワーク・ライフ・バランス憲章を踏まえ、ワーク・ライフ・バランスの推進体制を確
立するとともに、行動指針の具体化をはかること。

（2）　「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の本市（県、町村）における具体化をはか
ること。

（3）　組合案に基づき「○○市（県、町村）ワーク・ライフ・バランス労使宣言」を行うと
ともに、宣言に則った取り組みを進めること。

2）長時間労働の縮減と休暇取得の促進
（1）　労働時間の短縮にむけて、労使協議の場を設置し、労使の合意により対処すること。
（2）　年次有給休暇の取得促進をはかること。
（3）　リフレッシュ休暇、有給教育休暇など、労働者の生涯設計に応じた各種休暇制度を新

設・充実すること。
（4）　多様な就業形態の選択を可能にする中立的な制度を確立するため、労働者が家庭生活

と労働を自発的に選択しうる「短時間公務員制度」の普及・啓発をはかること。

●	誰もが使いやすいようさまざまな制度があることが、ワーク・ライフ・バランス上大切です。
男女とも、仕事と生活の両立を可能にする労働時間を実現しましょう。

2  両立支援策の充実
（1） 　育児休業および介護休暇について、職員のニーズに応じた対応ができるよう、法を上回る

範囲へ拡大すること。
（2） 　育児休業および介護休暇に関わる期間の給与上の取り扱いは、全期間勤務したものとみな

し、昇給、一時金、退職手当に関する不利益を解消すること。また、賃金格差が生じないよ
う配慮すること。

　とくに、以下の点について確認しましょう。
●	介護休暇の復帰時調整の換算率は、2017年1月1日に「1/2以下」から「3/3以下」へと改正されまし
た。（人事院規則9－8）

●	人事評価による昇給運用がされている場合には、昇給にかかる評価期間中に勤務実績がある職員の
取り扱いについて、育児休業や介護休暇の取得によって不利な取り扱いがされないようにすること。

●	退職手当に関わる勤続期間の取り扱いについて、育児休業の取得期間を除算しないこと。

※2017年10月1日から、保育所における保育が実施されない場合には、現在1歳6ヵ月に達する日まで育児休
業手当金が支給されていますが、その後保育所に入れない等の事情が引き続き、再度育児休業期間を2歳
まで再延長した場合には、育児休業手当金も2歳まで支給されることになりました。

ワーク・ライフ・バランス、男女平等に関する要求モデル

【自治体単組版】
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（3） 　育児・介護を行う職員への早出・遅出勤務制度を整備すること。
（4） 　育児短時間勤務制度について、取得しやすい環境を整備し、後補充を行うこと。
（5） 　介護を行う職員のための短時間勤務制度を導入するとともに、後補充の仕組みを明確にす

ること。
（6） 　育児・介護など家族的責任を有する男女労働者の時間外労働の制限を徹底すること。
（7） 　男性の育児休業取得率が極めて低いため（男性全体3.16％、国家公務員男性5.5％、地方

公務員男性2.9％）、育児休業・介護休暇取得については、「第4次男女共同参画基本計画」
に基づき2020年に13％となるよう、目標達成のため具体策を示すこと。

（8） 　配偶者の産前産後期間における男性職員の育児・看護のための育児参加休暇を整備すると
ともに、取得を促進すること。

（9） 　子の看護休暇について、対象年齢の拡大や時間単位の取得など、制度の拡充をはかるこ
と。また、子にかかわらず、看護休暇の対象者の拡大をはかること。

（10） 　次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画の実施状況を点検し、目標達成を
確実に行うこと。また、計画そのものについての検証を行い、さらなる目標の設定など計画
の改訂を行うこと。

● 次世代育成支援対策推進法が2025年3月まで期間延長されたことから、この間の計画が着実に実行
されているか点検するとともに、さらに職場のワーク・ライフ・バランスを進めるため、計画の改
訂を求めます。

3  職場の男女平等の実現
（1） 　職場の男女平等を推進するため、労使協議の場を設定すること。
（2） 　実質的な職場の男女平等の実現にむけ、地方公務員法第13条・男女雇用機会均等法を遵

守する立場で、具体的な改善策を講じること。
（3） 　女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の実施状況を点検し、目標達成を確実に行う

とともに、計画そのものについての検証を行い、さらなる目標の設定など計画の改訂を行う
こと。また、臨時・非常勤等職員を含めたすべての職員を対象とし、処遇改善を含めた具体
的な行動目標を明示すること。

（4） 　女性活躍推進法に基づく都道府県（または市町村）推進計画の策定にあたっては、地域の
労働者団体や経営者団体などのニーズ調査を実施し、広範な意見の反映をはかるとともに、
労働組合と十分協議を行うこと。

（5） 　扶養手当の被扶養者の認定および住居手当の支給にあたっては、「世帯主」「主たる生計の
維持者」を基準とせず、申請した者に認めること。申請手続きについても男女同一の取り扱
いとすること。

（6） 　職場における旧姓の「通称使用」の運用を進めること。

●	地方公務員法13条では、罰則付きで性による差別が禁止されています。このため公務の職場では、
表面的には男女間格差はさほどみられませんが、手当の支給要件に「世帯主」等、実質的に一方の
性に偏る条件を付すなどの間接差別的な取り扱いや、管理職の男女比が職場の男女比と著しく異な
るなど平等といえない点がまだみられます。労使関係の中で、積極的かつ実質的な男女平等のため
の交渉を進めましょう。
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4  安心して働ける職場づくり
（1）セクシュアル・ハラスメントなどをはじめとする、あらゆるハラスメントを一元的に

防止するため、労使協議のもとで対策強化をはかること。

①�　職場におけるハラスメントを防止、解決するための「ガイドライン」や「要綱」を策定し、
規則・服務規律等を改正すること。

②�　外部の専門家も含めたハラスメント防止・解決委員会を設置すること。
③�　専門家による被害者の相談窓口を設置すること。小規模自治体・事業所にあっては外部機関
とすること。

④�　ガイドライン、規則・服務規律等に関して「職場部内報、パンフレット、職場内ホームペー
ジ」等を通じて「周知」徹底するとともに、管理・監督者、労働者の双方に「研修・教育」を
実施すること。とりわけ、妊娠・出産を理由として受けるマタニティ・ハラスメントや、育児
休業を取得しようとする男性に対してのパタニティ・ハラスメントの防止・解決のために、労
働基準法や男女雇用機会均等法に定められた「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
の禁止等」、「妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置」などに関する管理職研修、職場研修
を実施すること。⑤　事案後には、被害者への労働条件上の不利益の回復等を措置するととも
に、再発防止のための教育、処分制度の整備、規則等の改定などの措置を講じること。

（2）ダイバーシティ推進にむけて、対策をはかること。
①　LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー）など性的マイノリティ
者が必要とする整備を行うこと。

②�　すべての職員に対し、LGBTおよび人権に関する研修を行うこと。

●	ハラスメントの防止、解決にむけて、本部作成の「ハラスメントの防止および問題解決に関
する要綱」「パワー・ハラスメントのない良好な職場をめざして〜予防・解決マニュアル〜
（2017年1月発行）」を参考に、要綱や相談体制を整備・確立し、防止策と啓発活動を進めます。
●	LGBTに対する配慮や環境整備にあたっては、連合「性的指向及び性自認に関する差別禁止に向
けた取り組みガイドライン〜すべての人の対等・平等、人権の尊重のために〜」を参考に、取
り組みを進めます。

【自治体単組版】
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1  ワーク・ライフ・バランスの確立
1）ワーク・ライフ・バランス憲章

（1） 　ワーク・ライフ・バランス憲章を踏まえ、ワーク・ライフ・バランスの推進体制を確立する
とともに、行動指針の具体化をはかること。

2）長時間労働の縮減と休暇取得の促進
（1） 　労働時間の短縮をはかること。

①�年間総実労働時間1,800時間を目標として、勤務時間の厳格な管理、業務の適正配分、人
員の適正配置・補充により、所定労働時間の短縮を進めること。

②�36協定の点検、見直しを行うこと。36協定の未締結職場においては、早急に締結を行う
こと。締結にあたっては、1日2時間、4週24時間、3ヵ月50時間、1年150時間を上限と
すること。

③�勤務間インターバル規制（原則11時間）の導入をはかること。
④�労働時間の短縮にむけて常設の労使協議の場を設置すること。

（2） 　多様な就業形態の選択を可能にする中立的な制度を確立するため、労働者が仕事と生
活を自発的に選択し、両立しうる「短時間勤務正社員制度」を導入すること。

2  両立支援策の充実
（1） 　次世代育成支援対策推進法に基づき作成された「一般事業主行動計画」の実施状況を点検

し、労使で2025年3月までの確実な目標達成を行うこと。

●	次世代育成支援対策推進法は2025年3月までの時限立法で、2011年4月以降、一般事業主行動計
画の策定・届出を101人以上の企業は義務づけ、101人以下の企業は努力義務として、期限まで
の集中的な取り組みを求めています。

（2） 　結婚・妊娠・出産・育児・介護などを理由に不利益な取り扱い、退職勧奨や解雇を行わな
いこと。

（3） 　育児休業および介護休業に関わる期間の給与上の取り
扱いは、全期間勤務したものとみなし、昇給、一時金、
退職手当に関する不利益を解消すること。また、賃金格
差が生じないよう配慮すること。

（4） 　育児・介護を行う労働者のための早出・遅出勤務制度
を導入すること。

ワーク・ライフ・バランス、男女平等に関する要求モデル

【民間組合版】
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（5） 　男性の育児休業・介護休業取得の促進すること。また、改正育児・介護休業法（2017年
10月1日）を踏まえ、以下の改善を行うこと。
①�1歳6ヵ月に達した時点で保育所に入れない等の場合に、再度申し出することにより、育児休業
期間を最長2歳まで延長可能となり、あわせて育児休業給付の支給期間も2歳まで支給可能と
なったことから、これに必要な就業規則の改正を行うこと。

②�育児休業の取得を希望しながら、取得しづらい雰囲気であることを理由に育児休業の取得を断念
することがないよう、事業主が個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知・勧奨するため
の規定を整備すること。　

③�男性の育児参加を促進するため、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育
児に関する目的で利用できる休暇制度を設けること。

（6） 　子の看護休暇や介護休暇について、時間単位の取得を可能とすること。
（7） 　改正育児・介護休業法（2017年1月）を踏まえ、以下の改善を行うこと。

①�育児休業等にかかる子の範囲の拡大について、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に
委託されている子等も対象にすること。

②�介護休業における同居要件を撤廃するとともに、分割で取得できるようにすること。また、期間
についても6ヵ月以上とすること。

（8） 　介護のための選択的措置（①所定労働時間の短縮措置（短時間勤務）、②フレックスタイ
ム制度、③始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、④労働者が利用する介護サービス費用の
助成その他これに準じる制度）を導入すること。

3  職場の男女平等の実現
（1） 　職場の男女平等を推進するため、労使協議の場を設定すること。　
（2） 　改正男女雇用機会均等法を遵守し、男女平等の職場づくりを行うこと。
（3） 　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画については、努力義務となっている労働者

300人以下の企業においても策定すること。その際には、労働組合の意見を十分に反映し、
非正規労働者を含めたすべての労働者を対象とした計画にすること。

（4） 　扶養手当の被扶養者の認定および住居手当の支給に あたっては、「世帯主」「主たる生計の
維持者」を基準とせず、申請した者に認めること。申請手続きについても男女同一の取り扱
いとすること。

（5） 　職場における旧姓の「通称使用」の運用を進めること。

4  安心して働ける職場づくり
（1） 　あらゆるハラスメント防止にむけて、労使協議のもと、その対策強化をはかること。とく

に、改正男女雇用機会均等法の施行（2017年1月）を踏まえ、妊娠、出産、育児休業・介護
休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為（マタニティ・ハラ
スメント等）を防止するための具体的対策をはかること。

【民間組合版】
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①�職場における各種ハラスメントを禁止し、解決するという事業者の考え方を示した「ガイドラ
イン」を策定し、規則・服務規律等を改正すること。

●	連合の調査によると、妊娠経験のある女性の4人に1人が「マタニティ・ハラスメントを受けたこ
とがある」と回答しています。また、内閣府の調査によると、2014年に全国の都道府県労働局雇
用均等室に寄せられたセクシュアル・ハラスメントの相談件数は1万1,289件で，そのうち女性労
働者からの相談件数は約6割（6,725件）となっています。

●	ハラスメントの防止、解決にむけて、本部作成の「ハラスメントの防止および問題解決に関する
要綱」「パワー・ハラスメントのない良好な職場をめざして〜予防・解決マニュアル〜（2017年1
月発行）」を参考に、要綱や相談体制を整備・確立し、防止策と啓発活動を進めます。

②�職場のハラスメントを防止、解決する機関として、「ハラスメント防止・解決委員会」を設置す
ること。

●	委員会のメンバーには第三者の弁護士、カウンセラーなどの専門家を入れ、男女構成比は同等に
します。

③�第三者や専門家による被害者のための相談窓口体制を整備すること。

●	小規模事業所等で独自の相談体制の整備が困難な場合は、外部機関と連携（契約）が考えられ
ます。

④�事業者の方針、規則・服務規律等に関して「社内報、パンフレット、社内ホームページ」等を
通じて「周知」徹底するとともに、管理・監督者、労働者の双方に「研修・教育」を実施する
こと。

⑤�事案後には、被害者への労働条件上の不利益の回復等を措置するとともに、再発防止のための
措置を講じること。

●	再発防止の措置策には、（ア）「指針」、規則・服務規律等の再周知、再教育、（イ）行為者に厳正
処分したことの社内周知、（ウ）必要な場合、方針、規則・服務規律等の見直しなどを含めます。

� 自治体との契約にあたっては、労働基準法、パートタイム労働法をはじめ労働諸法を遵守し、
自治体最低賃金、雇用引き継ぎなどの「労働条項」を挿入すること。

（2） 　ダイバーシティ推進にむけて、労使協議のもとで対策をはかること。
①�LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー）など性的マイノリティ
者が必要とする配慮や環境整備を行うこと。

②�すべての労働者に対し、LGBTおよび人権に関する研修を行うこと。

● LGBTに対する配慮や環境整備にあたっては、連合「性的指向及び性自認に関する差別禁止に向
けた取り組みガイドライン〜すべての人の対等・平等、人権の尊重のために〜」を参考に、取
り組みを進めます。

【民間組合版】
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　男女雇用機会均等法（以下、均等法）では、妊娠や出産等を理由として労働者に不利益な取り扱い
をすることを禁止しています（9条）。同条は、公務員には適用されませんが（均等法32条）、地方公
務員法が性別による差別を禁止していることから（13条）、地方公務員についても同様に解すべきで
す。悪阻（つわり）の症状がひどい場合は、Q1の1〜 5の制度を利用できますので、症状により必要
な請求を行ってください。請求をしたことや、その制度を利用したこと等を理由に解雇や降格等の不
利益取り扱いをすることは、違法・無効と考えるべきです。
　また、均等法では、事業主に対してマタハラ防止措置を義務付ける規定を設けています（11条の
2）。同条に基づく指針（「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置についての指針」）では、「職場における妊娠、出産等に関するハラスメント
の内容」を規定したうえで、この問題に関して「事業主が雇用管理上、講ずべき措置の内容」等につ
いて示しています。具体的には、マタハラに対する方針を明確化した上で管理・監督者を含む労働者
に当該方針を周知・啓発すること、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、などが定められて
います。指針では、「制度等の利用への嫌がらせ」（制度の利用等の阻害）がマタハラとして定義され
ています。「妊娠は病気ではないので甘えないで欲しい」との発言も、これに該当しうるものです。
　なお、職場で発生しうる代表的なハラスメントには以下のものがあげられます。ハラスメントは一
般的に『他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つ
けたり、不利益を与えたり、脅威を与えること』と定義されています。注意する点は、発言や行動を
した本人が「そんなつもりはなかった」としても、相手の主観が重視される傾向があるため、「相手
が不快な思いをした」と主張すればハラスメントとみなされる可能性があることです。改めてハラス
メントの意味を理解し、職場では相手の置かれている立場や状況を考えて、発言や行動をすることが
重要です。

許されません。働く女性が妊娠・出産等を理由に解雇・雇い止めを
されることや、職場で精神的・肉体的なハラスメントを受けることを
マタニティ・ハラスメント（マタハラ）といい、このケースはマタニ
ティ・ハラスメントとみなされることがあります。

Q10
妊娠による悪阻（つわり）がひどいのに、上司から「妊
娠は病気ではないので甘えないで欲しい」といわれ
ました。このようなことは許されるのでしょうか？

A

28

Ⅲ 働きやすい職場づくり



ハラスメント 一般的な定義

セクシュアル・ハラスメント
（セクハラ）

① 地位や権力を利用してより弱い立場にある労働者に対し、本人の意に
反した性的行為を要求し、その結果において配置転換や昇進差別、解
雇など雇用の安定・継続を脅かすこと等

② 労働者の意に反する性的言動（接触、いじめ等）により安全・快適な
職場環境を脅かすこと等

③ 「女はこうあるべき、男はこうあるべきなどの固定観念」や「男が主
で女は従」などの考え方

パワー・ハラスメント
（パワハラ）

職場における力関係を不当に利用して、相手の活動の妨害、不利益な取
り扱い、人格的な誹謗・中傷や嫌がらせ、暴力等、相手の意欲および就
労環境を著しく阻害する結果となる人権侵害を生じさせること

モラル・ハラスメント
（モラハラ）

言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人の人格や尊厳を傷つけ
たり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得
ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせること

アルコール・ハラスメント
（アルハラ）

① 飲めない（飲まない）人に飲酒を強要したり、場の雰囲気から一気飲
みを強要したりすること

② 自らが泥酔し、迷惑行為（酔ってからむ、暴言・暴力、セクハラ等）
を行うこと

妊娠は輪番制 !?

　インターネット上で「妊娠輪番制」
という言葉が問題になっています。

きっかけは、保育士の妻を持つ男性が全国紙に
寄せた投稿。男性の妻が働く保育園では、妊娠
の順番が園長に決められていて、「先輩を追い
抜くことは駄目」という暗黙の了解があったと
いいます。それを破ってしまったため、男性が

「子どもができてすみません」と謝罪に行った
という内容です。

　女性の多い職場では、こうした「妊娠の順番」
にまつわる悩みは珍しくなく、このような職場
のルールは、女性職員の多い職場で発生してい
るマタニティ・ハラスメントの一例です。しか
し、妊娠や出産の時期は順番通りに決められる
ものではありません。女性が安心して働き続け
ることができる職場を作っていくことが今後さ
らに重要になっていきます。そして、その役割
は私たち労働組合が担っているのです。

column
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認められません。男性職員も女性職員と同じように育児休業（Q5参
照）を取得することができます。育児のために育児休業や育児短時間
勤務等の制度を利用（または希望）する男性に対して嫌がらせをする
ことは、パタニティ・ハラスメント（パタハラ）にあたります。

Q11
男性職員が育児休業を取得しようとしたところ、「男なんだ
から仕事をしっかりやれ！」といわれ、取得が認められませ
んでした。このようなことは認められるのでしょうか ?

　男性の育児休業の取得が進まない主な要因は、「男性が育児休業等を取得しないことが職場の暗黙
のルール（前例がない）となっている」「職場の人員不足のため休暇を申請しづらい（代替要員がい
ない）」「配偶者が専業主婦または休暇を取得しているのでその必要性がないと考えている」などがあ
げられます。
　厚生労働省による2016年の調査結果では、育児休業を取得した男性職員の割合は3.16%となって
います。この結果は、1996年の調査開始から過去最高ではあるものの、依然として男性の育児休業
取得率は低いことが分かります。
　これらの背景として、男性が育児へ参加することの重要性が社会的に認識されるようになり、実際
に育児への参加を希望する男性が増えたものの、性別役割分業意識が働く人の中に強く残っているこ
とが考えられます。
　男性が育児休業を取得するには、働く人の意識改革、それに伴う職場の理解、労働条件の整備等が
欠かせません。また、男性の介護休暇の取得促進もこれからの高齢化社会にむけた課題であるといえ
ます。男性が育児休業・介護休暇を取得することが当然となるよう、お互いに支えあえる職場づくり
をめざしていきましょう。

A
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組合で取り組もう

action

男性の育児休業・介護休暇の取得促進の取り組み

　組合は男性の育児休業・介護休暇取得促進
のため、使用者に対し、以下の点を要求・確
認します。

❶職員や管理職にむけた育児休業・介護休暇
の制度周知および教育・研修を徹底する
こと

❷育児休業・介護休暇を取得しやすい雰囲気
作り、啓発活動を行うこと

❸育児休業・介護休暇取得者が気がねなく休
めるよう、任期付職員（部分休業を取得
する職員の業務の代替職員）を確保する
こと

　まずは、組合として男性が育児休業・介護
休暇を取得しやすい環境づくりを求めていく
ことが必要です。そのためには、育児休業や
介護休暇についてどのような制度があるの
か、その申請方法や、休業・休暇中の取り扱
い等について、当該の男性職員だけでなく、
管理職や他の職員へ周知し、職場の理解を深
めていくことが重要です。そして、男性職員
が職場に遠慮することなく休暇を申請できる
よう、休業・休暇中の任期付職員の確保を求
めていきましょう。
　また、男性職員本人は育児休業・介護休暇
を取得するために、まずは家族でその必要性
について話しあい、具体的な休暇取得期間に
ついて上司と相談し、引き継ぎ等を円滑に進
め、職場の理解を得られる環境を整えていき
ましょう。
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　厚生労働省「2015年度雇用均等基本調査」によると、2014年4月〜 2015年3月までの間に生理休
暇の請求者がいた事業所の割合は2.2％（2007年度5.4％）、女性労働者のうち、生理休暇を請求した
者の割合は0.9％と低い割合にとどまっています。生理休暇中の賃金を「有給」とする事業所の割合
は25.5％で、2007年度の42.8％から大幅に低下しており、こうした企業の対応が生理休暇の取得率
を下げる一つの原因となっています。
　労働基準法68条には、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、そ
の者を生理日に就業させてはならない」と明記されています。労基法では、有給の保障はされていま
せんが、多くの自治体では、条例で生理1回につき2日以内の生理休暇を有給で認めています。生理
時の苦痛は、個人によって大きく異なります。生理休暇は、女子保護規定を全面撤廃する労基法改正
でも残された制度です。
　具合の悪い時は無理せず休むことが大切です。生理休暇を遠慮なく取得できる職場環境を整えま
しょう。

労働基準法には、生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合、
生理日に就業させてはならないと明記されています。生理休暇の取
得は、労働基準法に明記された権利です。具合の悪い時は、無理せ
ずしっかり休みましょう。

Q12
生理痛が重く、勤務が辛いです。
生理休暇を取得することはできますか？	

A
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組合で取り組もう

action

　閉経前後の5年間を更年期と呼び、この期間に現れるさまざまな症状の中で他の病気を伴わないも
のを更年期症状と呼び、中でも症状が重く、日常生活に支障を来すものを更年期障害と呼びます。厚
生労働省の通知にも、母子保健法「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」によ
り、更年期前後に少なくとも年1回、健康診査および保健指導等を受けることが望ましいことが明記
されています。
　なお、大分県臼杵市は、更年期障害休暇を設置し、一月に2日以内の取得を可能としています。ま
た、島根県出雲市は、病気休暇（私傷病休暇）に更年期障害・不妊治療等を含めて、年間で90日を
超えない範囲で、必要な期間としています。

厚生労働省通知にも、更年期前後に、健康診査および保健指導等を
受けることが望ましいと明記されています。更年期障害に関する健
康診査等を受けるため、休暇の新設・拡充に取り組みましょう。

Q13
更年期障害がひどく、気分がすぐれません。上司に訴え
たところ、「病気じゃないのだから、更年期を理由とし
た休みは認められない」といわれました。ひたすら我慢
しないといけないのでしょうか？

A

　1995 年、北京で開催された第 4 回世界女
性会議（北京会議）で、リプロダクティブ・
ヘルス／ライツがすべてのカップルと個人が
有する人権の一部であると採択文章に明記さ
れました。生殖年齢にある男女のみならず、
思春期以後、生涯にわたる性と生殖に関する
健康を意味し、子どもを持たないライフスタ

イルを選択する人々を含めた、すべての個人
に保障されるべき健康概念です。とりわけ、
妊娠、出産、中絶、避妊、不妊、性感染症、
更年期障害など、母性機能を持つ女性労働者
の健康確保に関する施策の改善・充実に取り
組むことが重要です。

　労働安全衛生法は、刑事罰を伴う法律であ
り、労働者の安全と健康の確保が事業者の責
任として明記されています。労働安全衛生法
69 条第 1 項には、「事業者は、労働者に対
する健康教育及び健康相談その他労働者の健
康の保持増進を図るため必要な措置を継続的

かつ計画的に講ずるように努めなければなら
ない」と明記されています。労働者の健康の
保持増進をはかるため、必要な措置を講じる
実施計画の作成など、雇用主に対して求めて
いきましょう。

男女がともに、リプロダクティブ・ヘルス /ライツ（性と生殖に関する健康 /
権利）を確立しよう！

労働安全衛生法を活用しよう！
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　LGBTとは、L（レズビアン）、G（ゲイ）、B（バイセクシュアル）、T（トランスジェンダー（性同
一障害を含む心と出生時の性別が一致しない人））をさします。現在、日本におけるLGBTの人口割
合は約8％で、13人に1人の割合で存在するといわれています。
　LGBTである職員は、もし周囲に知られたら何か不利益があるのではないか？という恐れから、自
分がLGBT当事者であることを周囲に公表できずにいます。
　LGBTである職員が居心地の悪さを感じないよう、安心して働ける職場づくりをめざし、当局に対
し、差別禁止の明文化や専用の相談窓口の設置、福利厚生の見直しなども要求してみましょう。連合

「性的指向及び性自認（SOGI）に関する差別禁止に向けた取り組みガイドライン（2017年11月）」
（2018年2月22日改訂）も参照ください。また、LGBTである職員がカミングアウトした場合には、
その内容を本人の同意なく暴露すること（アウティング）に注意し、秘密を守ることが大切です。そ
のほか、就労の場面で何か困っていることはないかを尋ね、手を差しのべることや、差別的言動や嫌
がらせが起こらないように配慮することも必要です。
　2016年8月、厚生労働省は、職場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向または
性自認にかかわらず該当することがあり得ること、「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動がセク
シュアルハラスメントの背景にもなり得ることを指針（「事業主が職場における性的言動に起因す
る問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」）で示しました（2017年1月施行）。2017
年1月には、人事院も人事院規則10-10（セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用を一部改正
し、国家公務員におけるセクシュアルハラスメントに性的指向・性自認に関する偏見に基づく言動が
含まれることを明記しています。
　誰もが働きやすい職場環境の実現にむけて、ハラスメントを一層し、性差別禁止の取り組みを進め
る必要があります。

労働組合として、LGBTで悩む職員に寄り添い、性的指向や性自認
への理解を深め、LGBTへの誤解・偏見をなくす取り組みを推進す
る必要があります。

Q14
職場で LGBTであることに悩んでいる
職員がいます。どのような配慮をすれば
いいでしょうか ?

A
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組合で取り組もう

action

　労働組合として、LGBT などの性的指向お
よび性自認にかかわらず、すべての人権が尊
重され個性と能力が発揮される社会をめざし
て、差別の禁止に取り組むとともに、LGBT
など性的指向および成人に関する理解を深
め、必要に応じた職場環境改善を進めていき
ましょう。
　福井県越前市職では、多様な性的指向・性

自認への理解を深めるための学習や取り組み
を進めた結果、結婚休暇に同性パートナーも
認められるようになりました。また、組合や
職員互助会の結婚・死亡弔慰金も同性パート
ナーが含まれるようになりました。
　そのほかの自治体でも、LGBT に配慮した
対応が広がっています。
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■	女性の組合参画にむけた取り組み

　女性の組合参画を進めていくために、下記の点に取り組んで
いきましょう。

⃞ 組合の組織運営の見直し
（会議の設定や土日の組合活動への分担など）

⃞
組合役員の男女構成比の
偏りの是正
（女性役員の選出や育成方法の見直し）

⃞ 組織全体で、男女平等参画の
取り組みを推進

⃞ 性別役割分業意識への働きかけ、
女性役員・組合員の意識改革
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　組合員の約半数は女性であり、労働組合の中に女性の意見が反映されやすいしくみづくり
が大切です。女性の労働運動を積極的に推進するため、自治労では、「男女がともに担う自
治労運動」を提起し、労働組合の意思決定機関への女性の参画、女性役員の積極的な育成、
男女平等の職場・組合・地域づくりを進めています。
　2016年10月、単組・県本部の実情に応じて女性の労働組合参画が進められるように具体
的な取り組みを示す「男女がともに担う自治労アクションプラン」を策定しました。アク
ションプランでは、四役に女性の1人以上の配置や機関会議における30％の女性参画のため
の体制づくり、女性自らの参画を促すための各種学習会・セミナー等の開催、女性部の強化
などを掲げています。しかし、このアクションプランの取り組みを推進するものの、いまだ
目標を達成できていない状況です。
　県本部執行部の女性の人数は回答全体の平均で14.3％、県本部執行部の専従役員の女性
比率は回答全体の平均で10.0％とさらに低いレベルにとどまっており、「男女がともに担う
自治労アクションプラン」で目標に掲げる30％以上に達していません。県本部大会の女性
代議員数をみても回答全体の平均で22.1％、2017年8月に新潟で開催した自治労第90回定
期大会の女性代議員の割合は26.2％であり、どちらも目標の30％には到達できていません

（「2018男女がともに担う自治労県本部実態調査」より）。
　女性の組合参加が進まない理由には、厳しい定員管理の中、増え続ける行政ニーズに応え
つつ、家事・育児などの家庭的責任の多くを女性が担っている状況において、さらに組合活
動も担わなければならないと負担を感じている女性は多く、「家庭生活との両立」が課題と
なっています。とくに、子育て期においては、夜や土日の仕事、出張等がある組合役員とし
ての活動との両立が難しいという意見も少なくありません。これは従来からの男性の働き方
を念頭においた労働組合の組織運営が背景にあり、組合活動の改善に早急な対応が求められ
ているといえます。
　男女平等の職場・社会づくりのため、労働組合への女性の参画は必要不可欠です。今後と
もアクションプランを積極的に進めていきましょう。

県本部実態調査からみえる女性の組合参画の課題について

37



（1）男女平等課題の現状把握・分析

①　単組における男女平等課題を把握するため、女性活躍推進法などを活用し、職
場の男女間格差の現状把握と分析を行います。

　　職場オルグや組合員アンケートなどを積極的に実施し、組合員が直接的に組合
へ意見反映できる取り組みをめざします。

②　単組における女性役員の配置状況など組合組織における状況を把握します。女
性役員が配置できていない場合は、その原因について検証します。

（2）男女がともに参画しやすい体制の整備

①　女性が自ら参画したいと思える魅力ある組織づくりをめざします。労働組合の
活動や意義をよりわかりやすくすることを心がけます。（例えば、議案や組合用語・
教宣紙の見直しなど、これまで知っていて当然と思われてきたことへの配慮を行う）

②　単組における執行委員会等の運営の検証と必要に応じた見直しを行います。（例
えば、女性が参加しやすいものとするためには、「執行委員会の終了時間を予め
提示」、「昼休みなどの休憩時間を活用」、「やむを得ず会議を欠席した場合のフォ
ロー」など、育児等を担っている役員への配慮や軽減を行う）

③　単組における役員の任務分担の明確化を進めます。1人の役員に任務が集中しな
いように、任務分担とフォロー体制の構築、さらには職場の理解をめざします。

④　ワーク・ライフ・バランスの実現、両立支援の強化を行います。職場における休
暇制度の充実とあわせ、組合活動においても、支えあう体制づくりをめざします。

⑤　男性も参加する男女平等についての学習会を開催し、男女平等とワーク・ライ
フ・バランスへの意識向上をはかります。

（3）女性役員・女性活動家の育成

①　単組は、県本部等が開催する学習会やセミナー等に対し、積極的な女性組合員
の参加を呼びかけるとともに、参加後のフォローアップに努めます。

②　青年部の活動から男女がともに担う自治労づくりにむけた意識の形成をめざし
ます。

　自治労では、労働組合の女性参画を積極的に進めるため、「男女がともに担う自治労アクションプ
ラン」を策定しました。男女平等、ワーク・ライフ・バランス社会の実現には女性の労働組合参画が
不可欠です。単組、県本部、本部が一体となってアクションプランを進めましょう。

男女がともに担う自治労アクションプラン

■	男女がともに担う自治労アクションプラン

単組の取り組み

38



③　女性部をはじめ、女性組合員が中心となり、独自要求書づくりや団体交渉
への参加など、行動・実践に取り組みます。

（4）積極的な女性役員の選出

①　単組の4役に女性1人以上の選出をめざします。
②　単組の執行体制における女性の割合は30％以上をめざします。（当面は、女

性役員が不在のところについては、複数配置をめざします。）

（1）男女平等社会の推進（職場・地域）

①　「男女平等推進闘争」を通年の闘争と位置づけ、職場・地域・労働組合にお
ける男女平等およびワーク・ライフ・バランスの実現にむけて取り組みます。

②　性別役割分業をなくし、日本型労働慣行から男女がともに働きやすい環境
をめざします。そのためには、働き方の見直しなど労働時間の縮減に積極的
に取り組みます。

③　多様性を認めあい、ライフイベント（出産・育児・介護など）の支援体制
の確立・充実にむけて取り組むとともに、男女がともに権利を取得しやすい
環境をつくります。

　　とくに、非正規労働者の育児休業や介護休暇制度の確立・拡充をめざし、
正規・非正規間格差を是正します。

④　女性部を中心に女性特有の課題解決にむけた取り組みを推進します。あわ
せて、次代の担い手育成についても女性部との連携を強化します。

⑤　自治研活動や連合との連携により、地域社会での男女平等の推進に取り組
みます。とくに、女性活躍推進法の地域推進計画を積極的に策定するよう取
り組みを進めます。

⑥　非正規労働者の賃金労働条件をはじめ、労働安全衛生や福利厚生、共済制度
などの処遇改善の取り組みを方針化し、組織総体での取り組みをめざします。

（2）政治闘争への関与

①　女性組合員の政治闘争への参画を促すため、学習会などを開催します。そ
の際は、女性の関心が高い内容（例えば、年金・介護などの社会保障につい
ての将来像、非正規労働の増加と社会の見通しなど、より身近な課題と政治
の関係）とし、次世代への影響についての認識づけをはかります。

②　組織内議員や協力議員との意見交換の場を設定し、女性自らの行動により
社会が変えられることの意識向上をめざします。

③　各級選挙における組織内候補擁立に際し、女性議員の擁立を追求します。
また、女性の意見を反映するため、擁立にあたっては積極的に女性が関与す
る体制をめざします。

本部・県本部・単組共通の取り組み
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女性活躍推進法について
　2015 年 8 月、女性活躍推進法が
成立しました。法では、女性の活躍

推進を着実に前進させるため、地方自治体と
301 人以上の企業では事業主行動計画の策定
が義務付けられています。また、地域の女性の
活躍を進めるため、都道府県、市町村はそれぞ
れ「推進計画」の策定が努力義務となっていま
す。
　法の目的は、働く場面で活躍したいという希
望を持つすべての女性が、その個性と能力を十
分に発揮できる社会を実現するためとされてい
ます。しかし、「男女の人権の尊重」や「公労

使『男女賃金格差の是正』にむけた検討」など
文言挿入や附帯決議はされたものの、長時間労
働の解消や非正規労働者の課題など具体的な解
決策は盛り込まれませんでした。職場の環境を
整えて、女性の活躍を応援していくためには、

「男女平等」、「セクハラ・マタハラ・パワハラ
の是正」「労働時間短縮」「育児時間の充実」「最
低賃金などの賃金引上げ」「不安定雇用の是正」
などの諸権利の実効性を持たせることが重要で
す。そのためには労働組合として、事業主行動
計画について PDCA サイクルを確実に実行さ
せていく取り組みが必要です。

column

項目 現状 成果目標（期限）

国家公務員の女性登用

本省課室長相当職に占める女性の割合
3.5％

（平成27年7月）
7％

（平成32年度末）

係長相当職（本省）に占める女性の割合
22.2％

（平成27年7月）
30％

（平成32年度末）

地方公務員の女性登用

都道府県（市町村）の本庁課長相当職に
占める女性の割合

8.5％（14.5％）
（平成27年）

15％（20％）
（平成32年度末）

都道府県（市町村）の本庁係長相当職に
占める女性の割合

20.5％（31.6％）
（平成27年）

30％（25％）
（平成32年度末）

民間企業の女性登用

課長相当職に占める女性の割合
9.2％

（平成26年）
15％

（平成32年）

係長相当職に占める女性の割合
16.2％

（平成26年）
25％

（平成32年）

24歳から44歳までの女性の就業率
70.8％

（平成26年）
77％

（平成32年）

●「第4次男女共同参画基本計画（2015年12月25日決定）より
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■職場点検から要求書作成、交渉までのイメージ図

1

3

4 5

7 8

6

2

● 職場チェックリスト
（※P42 参照）など
を活用して職場の状
況を把握する

● 組合員にアンケート
などをとって

 状況を把握する

年休の
取得率が低い

職場ごとに
時間外労働に
差がある

・子の看護休暇の
 対象年齢を上げる
・取得要件の緩和　など

・人員要求
・育休者を定数に
　入れない　など

対策

対策

たとえば…
● 子の看護休暇の対象年齢を

撤廃すること
● 取得要件を見直すこと

　年休の取得率が低い

子どものことで休む
ことが多くなるので、
万一に備え、取得し
ない

忙しくて休めない

　　　時間外労働の差

慢性的に人が足りない

育休者、病休者で欠員が
生じている

個別に要求できない場合は、春闘
期や人員確保、確定期の要求書に
独自要求項目として追加要求して
みましょう。
まずは、職場の要求を
訴えていくことが大切
です。

● 回答書を受け取り、内容に
ついて当局の考えを聞く

● 回答に不満がある場合、
 こちらの考え方を
 再度訴える

×月×日に
回答を求めます

組合

組合

当局

当局
組合 当局

またこの日に わかりました

予算を伴うもの・伴わ
ないもの、条例改正・
規則改正（ハードルの
低さ）などのアプロー
チも大事です。 納得のいくまで

交渉を重ねる

職場を点検する

要求にまとめる

団体交渉 書面協定・労働協約の
締結

交渉要求書提出の日時、
場所、相手について当局と
協議する

要求書を提出し、
回答日を指定する

問題点をもとに役員会、職場委員会などで解決策を検討する

チェックリスト、アンケート結果を
もとに問題点を洗い出す
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項	目 チェック欄

職場の男女間格差
　職員採用者数に男女の差がありませんか

　各課の職員配置数に男女の差はありませんか

　育休取得によって賃金に影響はありませんか

　各種手当の世帯主要件はどうなっていますか

　妊娠・出産を理由に不当な賃金格差が生じていませんか

仕事と家庭の両立支援
　長時間労働の是正策は取られていますか

　育児休業、介護休暇取得者に対する諸説明を行っていますか

　育児・介護短時間勤務制度の利用者はいますか

　介護を理由に不当な賃金格差が生じていませんか

　育児休業、介護休暇期間中の期間中の研修機会、情報提供などは行われていますか

　時間外労働の上限規制などは整備されていますか

　子の看護休暇について国の制度を上回る条件はとれていますか

　男性の育休取得促進策を講じていますか

快適な職場づくり
ハラスメント対策について
　ハラスメント対策指針等は整備されていますか

　ハラスメント研修を行っていますか

　第三者によるハラスメント相談窓口は設置されていますか

労働安全衛生について
　労働安全衛生委員会は開催されていますか

　委員会での職場チェックは行われていますか

　メンタルヘルスに対する相談窓口は設置されていますか

■	職場チェックリスト ※　　マークのある空欄に独自のチェック項目を書き込もう!
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女性差別撤廃条約批准までの取り組み
　戦後、1945 年に国際連合が設立
され、人権に対する国際社会のルー

ルとして「世界人権宣言」などで男女とも自由
で幸せになる権利が認められたものの、実際に
は差別に苦しむ女性が世界中にたくさんいまし
た。
　国連は世界人権宣言に基づき、社会体制や宗
教、各国の政策の違いを乗り越え、男女差別を
撤廃するため、1975 年を「国際婦人年」と定
めました。この年の「国際婦人年世界会議（メ
キシコ会議）」の中で、10 年間で各国は自国で
男女差別撤廃のための施策を取り組むことなど
が盛り込まれた国際婦人年 10 年世界行動計画
を決議し、5 年後に改善の成果を持ち寄ること
を確認しました。その後、1979 年に国連は「女
性に対するあらゆる形態の差別の撤廃」を採択

し、80 年の国際婦人年中間年世界会議と前後
して各国は女性差別撤廃条約を批准しました。
　日本でも条約批准にむけて取り組みが進めら
れました。条約を批准すると、条約の内容に合
わない法律や社会システムを変えなければなら
ず、そのために国内の法律をいくつか改正しま
した。
　条約は批准されたものの、個人や集団が、国
連の女性差別撤廃委員会に対して女性差別の申
し立てができる個人通報制度を保障する「選択
議定書」をいまだ（2018 年 4 月現在）日本は
批准していません。
　なお、条約原文にある「WOMAN」を日本
政府は「女子」と訳していますが、連合では「女
性」差別撤廃条約として使用しています。

column

男女平等に関する法令のあゆみ

 1979	 国連「女性差別撤廃条約」採択

 1984	 「国籍法」の改正

 1985	 「男女雇用機会均等法」成立

 1985	 「女性差別撤廃条約」批准

 1991	 「育児介護休業法」制定

 1999	 「男女共同参画社会基本法」成立

 2003	 「次世代育成支援対策推進法」成立
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人事院

両立支援（育児休業・介護休暇等）
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/toppage.html

仕事と介護の両立をめざして
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/kaigo.pdf

育児・介護のための両立支援制度の改正［非常勤職員の育児休業・介護休暇等］（平成23年4月1日施行）

非常勤職員向け両立支援制度リーフレット
http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikujikyugyou-leaflet.pdf

厚生労働省

「育休復帰支援プラン」策定マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル【事業主むけ】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/
0000119918.pdf

「介護支援プラン」策定マニュアル【事業主むけ】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/
ryouritsu/model.html

働き方・休み方改善指標
http://work-holiday.mhlw.go.jp/material/category1.html

男性の育休に取り組む社内研修資料【管理職むけ、従業員むけ】	
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/

仕事と介護の両立モデル〜介護離職を防ぐために〜【労働者むけ】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/
ryouritsu/model.html

お役立ち関連リンク集

　両立支援等については、以下の情報サイトがありますので、ご参照ください。
　とくに、このガイドブックに関しては、地方公務員に関する両立支援策についてまとめたため、民
間労働法制適用職場については、厚生労働省など以下のサイトを参照してください。
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参考リンク



内閣官房

地域における「働き方改革」の促進にむけて（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局）	
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/h29-05-12-jireishu.pdf

内閣府

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート2017	多様で柔軟な働き方で、みんなが
変わる、社会が変わる	〜はじめの一歩は男性の家事・育児・介護から！〜
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/report-17/zentai.html

東京都TOKYOはたらくネット

2017年版　働く女性と労働法
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/jyosei-rodoho/index.html
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