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１ はじめに 

 国においては、急速な尐子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やか

に生まれ、育成される環境の整備を図るため、平成１５年７月に「次世代育成支援対

策推進法」（以下「次世代法」という。）を制定し、これに基づき、国、地方公共団体、

企業は、それぞれ行動計画を策定のうえ、計画的な次世代育成支援対策の推進を図っ

てきました。この法律は、当初、平成２７年３月までの時限的立法とされていました

が、依然として尐子高齢化の問題は顕著であり、引き続き、子どもが健やかに生まれ、

育成される環境を改善し、充実させることが必要であることから、平成２６年４月に

法律が改正され、その有効期限は、平成３７年３月３１日までの１０年間延長される

こととなっています。 

 本会においては、保険者をはじめとする関係機関からの負託に十分に応え、国民健

康保険制度の安定と発展に貢献することができるよう、優秀な人材を採用し、採用後

においても男女がともに長く活躍しつづけられる職場体制づくりが丌可欠であり、そ

のためには、全職員を対象とした仕事と生活の両立（ワークライフ・バランス）を組

織的に支援していく必要があります。 

 これまで本会では、次世代法に基づく行動計画を策定し、育児をしている職員を対

象とする取組、また、それ以外の職員を対象とする取組についてそれぞれ項目を定め、

取り組んできたところでありますが、今般、改めて新たな計画期間や目標値を定める

ことで、職員一人ひとりが身近な問題と捉え、相互に助け合っていくことができる職

場環境を整備していかなければなりません。 

 また、育児・介護休業法の改正（平成２４年度全面施行）や男女雇用機会均等法の

改正（平成２６年度施行）などを経て、女性の就業を促進するためのさまざまな整備

が進められるなか、平成２７年８月には、「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）が成立し、女性の活躍推進の取組を着

実に前進させるべく、国、地方公共団体、企業のそれぞれの責務を定め、雇用してい

る、又は雇用しようとしている女性労働者に対する活躍の推進に関する取組の実施が

義務付けられています。 

平成２８年４月現在、本会の全職員に占める女性職員の割合は、６５％を超えてお

り、男性職員の活躍は言うまでもなく、女性職員についても、その持てる能力を最大

限に発揮し、自らのキャリアプランをイメージしやすく、いきいきと働くことができ

るよう、新たな支援制度の創設や昇任意欲を高めるような機会を順次提供していきま

す。 

こうしたことを踏まえながら、「次世代法」に基づく行動計画と「女性活躍推進法」

に基づく行動計画の一体的な行動計画を策定することにより、多様な働き方を推進す

るとともに、全ての職員がやりがいを実感できる職場の実現を目指していきます。 



２ これまでの取り組み 

（１）第１期行動計画：平成 17年 11月 28日から平成 20年 11月 27日まで 

   ・育児休業、介護休暇、年次有給休暇、特別休暇の周知 

   ・育児介護休業法、雇用保険法、労働基準法に基づく諸制度の周知 

   ・育児介護を行う職員以外への周知、配慮体制の整備 

   ・男性職員に対する「出産支援休暇」の取得促進     など 

（２）第２期行動計画：平成 20年 11月 28日から平成 23年 11月 27日まで 

   ・男性職員に対する「育児休業」の取得促進 

   ・育児休業中の職員の代替要員の確保（人材派遣などを活用） 

   ・育児をしている職員の業務内容の確認、調整 

   ・「ノー残業デー」の徹底、ポスター掲示による啓発    など 

      ※男性職員のうち、１名が育児休業を取得 

（３）第３期行動計画：平成２４年３月 13 日から平成 27年３月１２日まで 

   ・育児休業中の職員に対する職場からの情報提供 

   ・全職員を対象とした「年次有給休暇取得」の計画的取得の促進 

   ・就学前の子どもを養育する職員に対する「時間外勤務・休日勤務」等の制限 

   ・「子の看護のための休暇」の取得促進         など 

      ※「くるみんマーク」認定申請 ⇒ 否認定 

（４）第４期行動計画：平成２７年１２月 1日から平成２８年６月３０日まで※ 

   《第３期行動計画の内容を継続》         ※平成 30 年 11 月 30 日から期間短縮 

   ・育児休業中の職員に対する職場からの情報提供 

   ・全職員を対象とした「年次有給休暇取得」の計画的取得の促進 

   ・就学前の子どもを養育する職員に対する「時間外勤務・休日勤務」等の制限 

   ・「子の看護のための休暇」の取得促進         など 

※女性活躍推進法に基づく行動計画を盛り込むため、計画期間短縮 

 

３ 行動計画の期間 

 次世代法の一部改正（平成２６年４月）により、法律の有効期限が平成３７年３月

３１日まで１０年間延長となったこと及び新たに女性活躍推進法が成立したことを

受け、「東京都国民健康保険団体連合会一般事業主行動計画」は、平成２８年７月か

ら平成３３年６月まで（5年間）を新たな計画期間とします。 

 この計画期間中においては、取組項目の進捗を把握しながら、適宜、ホームページ

などを通じて必要な情報を掲載いたします。 

 なお、本計画を変更したときは、遅滞なく、公表いたします。 



４ 対象者 

  この行動計画は、勤務形態等にかかわらず、原則として本会に勤務するすべての職

員（嘱託員、再雇用職員を含む）を対象とします。ただし、個別の計画ごとに対象者

が限定されるものについては、注釈を付しています。 

 

５ 推進体制 

  個別の計画を確実に推進していくため、事務局を総務部人事課に設置します。随時、

対象者や関係部署との連携を図りながら、実施状況の進捗管理等に努めます。 

  また、行動計画に関すること、子育て支援制度や年次有給休暇、特別休暇、育児休

業、部分休業などの取得促進に関することなどについて、職員からいつでも相談に応

じるための窓口の役割を果たしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性活躍推進法 

次世代育成支援対策推進法 

《事務局》総務部人事課 

行動計画の策定 

周知・公表 

実施状況の進捗管理 

課題・問題の検討 

行動計画の見直し 

 



全ての職員が、性別や子どもの有無にかかわらず、健康的で高い意欲を持ち続けな

がら、仕事と生活の調和（ワークライフ・バランス）を保つことができる“働きやす

い職場”を目指していきます。 

 

◆◇◆次世代育成支援対策推進に向けての対応◆◇◆ 

 

Ⅰ 育児をしている職員を対象とする取り組み 

 （１）子育て支援制度の周知  

   対象となる職員が利用しやすく、また、周囲からも理解を得られるよう子育て

支援制度をわかりやすく周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子どもが生まれるまでの支援 

  子どもが生まれることが判明した場合は、すみやかに所属長へ申し出を行って

ください。男性職員も同様です。人事課では、当該職員に対し個別に出産までの

職務免除の制度や育児休業制度等の取得について、詳細な説明や手続きを行いま

す。特に、初めての出産となる場合には、時間をかけて丌安や疑問をできるだけ

解消できるよう質問等に丁寧に対応します。 

また、所属長に対し職務上において必要な配慮を促します。当該職員の意向を

踏まえた上で、周囲の職員への協力・理解や業務内容や作業量の調整を図るなど、

✿ 取組内容１ 

 子育て支援のための各種制度の理解を高めるため、定期的に内容を周知します。 

 

 労働基準法や就業規則には育児をしている職員を支援するための制度が多く設け

られています。 

出産前の女性に対する母性保護のための制度、出産後に利用可能な育児休業制度、

復職後の時間外勤務の制限などの各制度について、取得要件や取得可能期間などにつ

いて、わかりやすいパンフレット等を作成し、グループウエアに掲載することで、管

理職をはじめ、一緒に働く周囲の職員にも理解を得られるよう周知を図ります。 

  
実施年度：毎年度（4月～６月頃）  対象者：全職員 



職場全体で配慮することにより、対象となる職員が気兼ねなく、制度を利用でき

るように支援します。 

妊娠中の女性職員から請求があった場合には、軽易な業務へ転換させる必要が

あることや母子保健法に基づく保健指導、健康診査を受けるための時間を確保す

るなど、母性保護のための必要な措置を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子どもが生まれるときの支援 

  男性職員に対しては、出産の予定日が近くなったらいつでも出産に立ち会うこ

とできるよう担当者間の連携を図り、業務体制を整えます。出産の前後を通じて

取得可能な出産支援休暇の完全取得を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 取組内容２ 

 子どもが生まれる職員やその所属長に対して、個別に制度説明を実施します。 

 

 出産予定の女性職員だけではなく、配偶者が出産予定である男性職員や所属長に対

しても個別に制度説明や必要な情報提供を行います。 

 
実施年度：随時（年間を通じて）   対象者：該当職員及び所属長 

✿ 取組内容３ 

 男性職員を対象とした出産支援休暇の完全取得を促します。 

 

  配偶者が出産した場合に男性職員が取得することができる出産支援休暇（出産の

前後を通じて２日間）を必ず取得することを促します。年次有給休暇との組み合わ

せも可能とします。 

 
実施年度：随時（年間を通じて） 対象者：該当男性職員  目標：１００％取得 



（４）育児休業・部分休業の取得率向上 

   育児休業取得可能範囲（子が３歳になる前日まで）の中で、出産した女性職員

が職場の状況を気にすることなく、希望する期間の育児休業を取得することがで

きる雰囲気づくりを推進していきます。 

出産した女性職員の多くは、妊娠出産休暇（原則、産前６週間・産後８週間）

に引き続き育児休業の申請をされていますが、その申請期間は６か月から１年未

満と短期に留まっています。新たな家族が誕生した後の貴重なふれあいの時間を

大切にしながら、妊娠出産休暇及び育児休業取得期間中は育児に専念できる期間

を十分に確保できるよう職場の体制を整えます。 

なお、女性職員が復職するまでの間、人材派遣会社からの労働者の受け入れな

どの方法により、一時的な代替措置を講じるとともに、女性職員が復職するとき

には事務量の調整を行いながら円滑な復職のための支援を行います。 

配偶者が出産した男性職員であっても、育児休業や部分休業をすることも可能

であるため、“育児は女性が行うもの”という固定的な意識を払拭し、積極的に

各制度を取得できるよう取得事例の紹介や理解を促します。短期間での取得も可

能です。 

 

 

すｐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 取組内容４ 

 男性職員の育児休業・部分休業の取得を促進し、女性職員の育児休業取得平均取得

日数を増やします。 

 

 育児休業取得日数が十分に確保できるように、育児休業取得職員の代替として、必

要に応じて一時的に派遣会社からの労働者を配置し所属部署の業務が滞らないよう

配慮します。男性職員も積極的に育児休業や部分休業、子の看護休暇等を取得できる

よう「イクメン」男性職員の育児環境理解に努めます。 

 
実施年度：平成３３年まで  対象者：該当職員 

目標：男性職員の育児休業・部分休業取得  ３人  

女性職員の育児休業期間 取得平均日数 ３０日増   



（５）育児休業等からの復職後の支援 

  育児休業等からの復職後や未就学の子どもがいる間は、職場や家庭での丌安な

ことや急なトラブルが発生することがあります。所属長は、特に育児をしている

職員に対してヒアリングの機会を多く設けるなど、職員の意向を踏まえて仕事と

子育てを両立していくために必要な支援やアドバイスを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 取組内容５ 

 所属長によるヒアリングの実施により、確実なフォロー体制を整えます。 

 

 子どもの年齢にかかわらず、育児をしている職員に過度な負担が生じていないか、

特に配慮することはないか等についてヒアリングを行い、周囲から理解を得るよう促

します。 

 
実施年度：随時  対象者：該当職員  目標値：年３回実施 



Ⅱ 育児をしていない職員も含めて対象とする取り組み 

（１）時間外勤務の縮減 

  時間外勤務が多くなると、休息が十分でなく、健康を害する要因となってしま

うことがあります。また、大切な家族との団らんやコミュニケーションの時間が

損なわれてしまいかねません。計画的に仕事を進めることやお互いに協力しあう

ことで、時間外勤務の縮減を図ります。 

  やむを得ず、時間外勤務をしなければならない場合は、必ず事前に所属長へ申

請し必要最小限の時間数に抑えるほか、１か月単位での限度時間をあらかじめ設

けること、週に１度の「ノー残業デー」だけでなく、「ノー残業ウィーク」を設

定するなどの方法により確実に推奨していきます。 

毎週水曜日の「ノー残業デー」に定時退社ができなかった場合には、別の日に

振替日を設定することにより、尐なくとも月に４回程度の一斉退社日を設けます。  

  新たに、時間外勤務縮減のための職員提案制度の導入について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年次有給休暇の取得率向上 

   年次有給休暇は、すべての職員に付不されている休暇であり、これを活用する

ことで、職員自身の元気回復が期待できるだけでなく、家族サービス、地域活動

への参加、自己啓発など、生活全般における質を向上させ、さらには仕事の生産

性を高めていくことに繋がります。 

   職員の休暇に対する意識の改革を図り、年次有給休暇取得予定表を作成し見え

やすい位置に掲示するなど、休暇を取得しやすい雰囲気づくりに努めるとともに、

✿ 取組内容６ 

 業務の進捗管理や事務改善を進めて、年間の時間外勤務時間数を減らします。  

 

  職員が担当する事務処理の見直しを行い、積極的に事務改善を行うことで、効率

的に進めることが可能になります。できるかぎり就業時間内に業務を遂行するよう

にお互いに協力し合い、特定の職員への業務過多が生じない体制を構築しなければ

なりません。 

毎日の終業時刻には、管理職が全職員に声をかけ勤務時間管理の徹底を図るとと

もに、全体では、毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、このほか部署ごとに「ノー

残業ウィーク」を設定することで、時間外勤務の削減と職員の健康管理を徹底しま

す。 

   
実施年度：毎年度  対象者：全職員  目標：部署ごとの総時間数 毎年度１０％減 



家族や友人との旅行、子どもの学校行事、誕生日や家族の記念日、地域イベント

への参加などに積極的に活用していくことを推奨していきます。 

   管理職は、個々の職員の年次有給休暇の取得に偏りが生じないように業務分担

に十分な配慮をするとともに、年次有給休暇取得日数が著しく低い職員に対して

は、一定の期間ごとに「取得計画」の提出を求めるなど取得促進を図ります。こ

れに併せて人事課からは３か月ごとに年次有給休暇の取得状況をお知らせしま

す。 

   それぞれの部署や仕事の内容によって、仕事が落ち着く時期や閑散期は異なり

ますが、休日（土曜・日曜）や国民の祝日に年次有給休暇をプラスして「連続休

暇」を取得し、心身のリフレッシュを目指していきます。 

   職員自身の誕生月には、ほかの職員に優先して必ず年次有給休暇を取得させま

す。職員の誕生月は年度初めに管理職にお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 取組内容７ 

 休暇取得奨励日の設定や連続休暇の取得により、計画的な年次有給休暇の取得促進

を図ります。 

  

 適正な人員配置はもとより、従前から実施しているノー残業デーの再周知・徹底、

人事課長による職場内の巡回、時間外勤務を行う場合の理由の明確化、時間外勤務の

事前命令の徹底、職員が定時退社をしやすい雰囲気づくりや声掛けなど、管理職を中

心に取り組みます。 

   

実施年度：毎年 対象者：全職員  目標値：最低取得日数 ５日以上 

平均取得日数１５日以上 



（３）深夜勤務・時間外勤務制限の制度の活用 

  未就学の子どもがいる職員には、所定の手続きを経て深夜勤務や時間外勤務を

制限することができる制度があります。この制度を改めて周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）新任採用職員への研修・周知 

   新たに採用となった新任職員に対しては、自身の「キャリアプラン」を考える

きっかけとなるように、ワーク・ライフバランス（仕事と生活の調和）などにつ

いて研修を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）正規職員以外への対応 

    本会には、正規職員以外に嘱託員、臨時職員、再雇用職員として勤務形態が異

なる方が勤務しています。同じ職場で気持ちをひとつにして担当職務に取り組ん

でいくことができるよう年次有給休暇のほかにも活用できる特別休暇等を設ける

ことを検討していきます。 

 

 

 

✿ 取組内容８ 

 育児をしている職員の就業時間を明確にするため、深夜勤務・時間外勤務制限の制

度について周知します。 

 

 未就学の子どもがいる職員は、所定の手続きを経ることにより、明確に深夜勤務や

時間外勤務が免除されることを周知します。また、日ごろから業務分担を行い、特定

の職員に業務が集中することのないようにします。 

 

✿ 取組内容９ 

 仕事とプライベートを両立させるため、新任研修等において意識づけを行います。 

 

 将来にわたって健康的で充実した職業生活とプライベートを維持できるよう、社会

人スタート時の研修において、意識づけを行います。 

 
実施年度：毎年度（４月） 対象者：１年目の職員   

実施年度：毎年度（4月～６月頃）  対象者：該当職員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

✿ 取組内容１０ 

 嘱託員や再雇用職員が取得可能な休暇制度の範囲の拡大を目指します。 

 

 他団体等で取り入れている休暇制度を調査したうえで、本会の嘱託員等にも適用が

可能な休暇制度の導入を検討し、正規職員と同様に仕事と生活の調和（ワークライ

フ・バランス）を保つことができるよう環境整備を図ります。 

実施年度：平成３３年まで 対象者：嘱託員、臨時職員、再雇用職員   



◆◇◆女性活躍推進に向けての対応◆◇◆ 

    

女性活躍推進法に基づき、本会に勤務する女性職員の活躍に関する現状について、

状況の把握、課題分析を行った結果、必要な見直しや各種取り組みを継続的に行って

いきます。 

 

Ⅰ 女性の活躍推進に関する取り組み 

 （１）女性職員の管理職・監督職への登用 

   本会では、平成２８年４月現在、２６６名の女性職員（非常勤嘱託員等を除く）

が就業しています。しかしながら、このうち管理職である職員は、わずか６名で

あり、管理職全体に占める女性管理職の割合は 12.8％と極めて低い割合となっ

ています。国が掲げる「指導的地位に占める女性の割合を 2020 年までに３０％

とする」目標値とも大きな乖離があるため、段階的に改善に向けた取り組みを行

っていきます。また、管理職となる前には、監督職（係長職）としての一定の職

務経験が必要であるため、リーダーシップを発揮できる女性職員の育成に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新規職員の採用に関する活動 

    本会を取り巻く情勢の変化への柔軟な対応及び保険者からの負託に的確に応え

ることのできる人材の確保は、今後も継続して行っていく必要があります。 

入会後に若い世代の職員が職場とのミスマッチを理由に早期離職することがない

✿ 取組内容１１ 

 上位職への昇任に向けた教育訓練の実施など各種支援を行い、管理職や監督職とな

る女性職員の割合を高めます。 

 

 職業生活におけるキャリアモデルを参考に、各種研修の受講や職務経験を積みなが

ら、自信をもってキャリアアップするための支援を行い、安定した組織体制の確立を

目指します。 

 これまで、男性職員の人員配置が多かった部署へ女性職員を配置していくことも検

討していきます。女性職員は仕事以外に家庭において育児や介護などの問題を抱えて

いることが多いため、管理職が必要に応じてヒアリングを行い、積極的な両立支援を

行っていくよう努めます。 

実施年度：平成３３年まで 対象者：受験資格を有する女性職員   

目標：管理職に占める女性の割合 ２５％以上  監督職に占める女性の割合 ５０％以上 



ようにあらかじめ勤務条件や時間外労働の有無等を示すことで、働くイメージを

しっかりと描くことができるような機会を設けます。また、積極的な就業体験プ

ログラム（インターンシップ）を行っていきます。実際に多くの女性職員が就業

している職場を公開し、求職中の学生等から「☆選ばれる組織☆」を目指します。 

 

 

 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）継続就業・職場風土に関する活動 

    本会職員の平均年齢は、４２歳１ヶ月、平均勤続年数は２１年を超えています

が、引き続き職場環境の改善を行うことにより、それぞれが働き方を見直しなが

ら意欲的に職務に取り組み、６０歳の定年を迎えるまでの間、心身ともに健康的

に全力で働くことができる職場風土づくりを目指していきます。また、女性職員

の育児や介護を理由とした離職者が生じないよう柔軟な働き方についても検討し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 取組内容１２ 

 男女別の採用における競争倍率を考慮しながら、公平な採用活動を行います。 

 

 採用人数に占める男女それぞれの割合に大きな格差が生じないよう本会ホームペ

ージの掲載、就職情報サイトの活用、ポスター掲示などさまざまな方法により広く広

報活動を行い、できるだけ多くの応募者を募ります。新卒者のみではなく、既卒者に

も受験資格を拡大し、将来の活躍の可能性を見極めた採用を実施します。女性であっ

ても多くの職場で活躍している雰囲気が十分に伝わるような周知を行います。 

 採用後は、研修計画に基づき実施する研修及びOJTによる職務知識の習得により、

レベルアップを図り、将来的にさまざまな部門で力を発揮できる人材の育成を目標と

します。 

実施年度：毎年度    対象者：新規採用予定者   

✿ 取組内容１３ 

 育児や介護を理由とした離職者をなくし、誰もが働きやすく成長しあえる職場風土

の醸成に努めます。 

 

 職場内でのコミュニケーションを円滑にし、明るく風通しのよい職場を維持してい

きます。性別や年齢、家族構成はそれぞれ異なりますが、お互いの状況に理解を深め、

自然に助け合うことができる思いやりのある職場とします。 

 

 
実施年度：毎年度    対象者：全職員   



 

（４）ハラスメントを防止するための取り組み 

    一般的に「ハラスメント」とは、「優位な立場を悪用して相手に丌愉快な思いを

不えること」とされています。職場においてハラスメントが発生してしまうと、

職員の個々の人格や尊厳が損なわれるだけでなく、モチベーションの低下を招き、

組織にとっても悪影響に繋がってしまう恐れがあります。 

ハラスメントは、上司が部下に対して、先輩が後輩に対して、一緒に仕事をす

る職員に対してなど、トラブルが起こり得る関係性はさまざまです。一方、部下

から上司に対してなど逆の立場から起こるものや男性職員に対する「セクシュア

ル・ハラスメント」、妊娠を経験した女性職員に対する「マタニティ・ハラスメン

ト」なども取り上げられることが多くなっています。 

       こうしたことを未然に防ぎ、快適な職場であり続けるために、全職員を対象に

研修を実施するとともに、些細なことであっても気兼ねなく相談できる「苦情処

理相談窓口」を設置して迅速に対応をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 職場全体の活性化に向けた取り組み 

   本会においては、採用から退職までの間、性別を問わず、いつでも活躍できる環境

が構築されています。職務遂行上の採用区分による性差はなく、担当する業務の事務

量や業務内容も同様となっています。昇任昇格や人事評価も公平に行われており、採

用後、いかに意欲をもって取り組むかどうかによって、持てる能力をさらに向上させ、

活躍できる可能性は無限大に広がっていきます。 

   全職員が、常に自らを振り返り、ひとつでも多くの職務経験を積みながら、試行錯

✿ 取組内容１４ 

 職場における「ハラスメント」の発生を未然に防ぎ、快適な職場環境を目指します。 

 

 職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、言葉や態度による精神

的・身体的な苦痛を不えることは、すべて「ハラスメント」に該当します。指導・育

成との区別を明確にし、誤解が生じないように一人ひとりが他の職員等に対して十分

に配慮することが大切です。 

 ハラスメントの発生「ゼロ」を継続していくことができるように、全職層を対象に

した職員研修や職場内アンケートの実施などの方法により、一定の期間ごとに実態把

握を行うとともに、啓発活動を行っていきます。 

 
実施年度：毎年度    対象者：全職員  目標値：年１回周知 



誤を繰り返し前進していくことで、組織に貢献できる「知識力」を身につけ、目標を

達成した際には、自分なりの「働きがい」を見つけ出すことができます。 

 また、管理職や監督職（係長職）である職員は、自らの方針だけで各部署の職務を

推し進めるのではなく、日ごろから職員とのコミュニケーションを密に図り、部下か

らの提案に必ず耳を傾けることを意識するとともに、新規採用職員など若手職員から

見た新鮮な立場からの意見を取り入れることで、組織にとって大切な結果を生み出す

ことが期待できます。 

 今後の本会を取り巻く環境は、刻々と変革を遂げていくことが予想されますが、私

たち職員は、日々の努力を惜しまず、いきいきと働くことができるよう、一丸となっ

て業務改善に取り組んでいきます。 

  

  

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 取組内容１５ 

 安心と信頼のある組織の確立のため、職場の活性化に向けた業務改善に積極的に取

り組みます。 

 

 職員一人ひとりが、「組織のためにできること」を意識しながら組織への貢献意欲

を高め、毎年度、具体的な目標を明確に掲げるとともに、その達成に向けて行動する

ことができるように、管理職が中心となってフォローをしていきます。目標を達成す

ることで充実感を得られ、次なる目標への活力を見出し、ステップアップするよう促

します。 

 

 
実施年度：毎年度    対象者：全職員   



６ おわりに 

   わが国においては、昨今の尐子高齢化が進む中で、労働力丌足についての問題が懸

念されるところですが、本会においては、毎年優秀な人材を採用し、人事異動の実施

による人事の刷新を図るとともに、「職員定数適正化計画」に基づき、各部署へ適正

な人員配置がされています。 

   現在、多くの職員や嘱託員等がそれぞれの職場において活躍していますが、職員の

なかには、それぞれ個別の事情を抱えながら、厳しい状況のなかで仕事と家庭を両立

させている職員もいます。こうした職員には、組織を上げて最大限の配慮をしながら、

それ以外の職員についても、職務へのモチベーションを高く保ち、メリハリをつけた

働き方ができるように、まずはこの行動計画に定めた項目を目標に掲げて取り組んで

いきます。 

   計画期間は、５年間と長期にわたりますが、比較的達成が容易なものから確実に取

り組み、実施状況の進捗管理と課題・問題の検討、必要に応じて行動計画の見直しや

計画の追加などを行っていきます。 

   また、平成２７年度から国家公務員や地方公務員を中心として、「夏の生活スタイ

ル変革」（ゆう活）を推進していることを受け、本会においても導入を検討しながら、

フレックスタイム制などを含めた柔軟な働き方について随時見直していきます。 

   組織にとって最も大切な資産である「人材」を丁寧に育成し、最大限に活用してい

くことで「安定した組織」を確立させ、次世代へと続く後継者を育みます。 

最後に、今後も本会において働くすべての職員がそれぞれの職業生活を充実させ、

健康的で豊かな生活を送ることができるように、さまざまな方策を打ち出し取り組ん

でいきます。 

 

 


