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はじめに

乙の育児・介護等支援ガイドフ、ツクは、育児や介護を行っているすべての教職員が

仕事と家庭との両立が実現できるよう、本学の規則等を紹介しています。

ジ、工ンダー協働推進室で、は、すべての教職員が制度を有効に活用して、

ワーク・ライフ・バランスの実現につながるよう、支援いたします。
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採用
（ 妊娠・出産 ）（ 

（妊娠）同岡戸雇）埋切（

甚麗謹量砂i

｜ 妊産婦の健康指導・健康診査等［常］

「一立高耳石耳石高＂「一一
｜ 妊産婦の業務軽減［常・非］

自彊璽冨置冨圏軍司砂

匡..... ~~融語審；rm副詞匪誼．

「両扇町一

｜ 育児休業［非］

※常・・・常勤教職員

非・・・非常勤教職員
戸哲明開ー
門明野ー

「空語亙長雨二

四.. 
門開票F
l所定外労働の免除

｜ 子の看護休暇［常

平成30年 1月現在

育児
介護

) ( 2歳］( 3歳）同校就学）、1歳

I ヨ
－・E・－同
~ 
｜コ

原則として子が1歳に達するまで

保育所に入れない等の場合に、

例外的に子が1歳 6ヶ月に達する

まで延長できる。

1歳 6ヶ月に達した時点で、保育所に

入れない等の場合に再度申請する

ことにより、最長2歳まで延長できる。

（非常勤職員平成29年 10月1日改正）

｜ 骨塑一一一－ ) 

｜ ［常・非］ コ

｜ ［常・非1 ) 

「寸吾扇

「寸吾扇一ー ヨ
｜ ［常・非1 ) 

｜ 介護休業［常・非］ コ

，戸問均叩時塑2

閉閉曹円
圃・・・・・・I 介護休暇［常・非1 ヨ

育児・介護休業等に関する様式は、 、

総務部人事課任用係の学内Hp 
からダウンロードできます。様式

がない申請書等については、所属

の総務担当まで連絡してください。
」
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- (1）【常勤職員】利用可能な制度・手続き

＼ 
取得

制度 取得可能期間・対象 有給・無給 提出書類 本学規則等
女性 男性

健康診査等に基づく指導事 －職務従事義務の 職員就業規則

① 
妊娠中の通勤緩和及 項を守る乙とができるよう 免除に関する願 第8条 （4)

び勤務軽減等 にするための勤務しないと 有給 。 職員の労働時間等
－（必要に応じて） に関する規程

とを承認された期間 証明書類 第11条

－職務従事義務の 職員就業規則

妊娠中及び出産後の
母子保健法の規定による保 免除に関する願 第8条 （3)

② 健指導文は健康診査を受け 有給 。 職員の労働時間等
保健指導・健康診査

るために承認された期間 －（必要に応じて） に関する規程
証明書類 第11条

妊産婦である女性職 妊娠中の女性聡員文は

③ 員の保護（時間外労 産後1年を経過しない女性 。 職員就業規則

働等の制限） 職員 第41条

④ 
妊産婦である女性職 妊娠中の女性職員又は

職員就業規則員の健康保護・業務 産後1年を経過しない女性 。
第64条

軽減等 職員

6週間（多胎妊娠の場合は、
－休暇簿

職員の労働時間

③ 産前休暇 14週間）以内で出産の 有給 。 等に関する規程
固までの申し出た期間 －妊娠証明書

第9条（5)

出産の日の翌日から8週間
を経過する日まで

職員の労働時間

⑥ 産後休暇
（産後6週間を経過した女

有給 。 －休暇簿
等に関する規程

性職員が申し出た場合にお －出生証明書
いて医師が支障がないと認

第9条（6)

めた業務につく期間を除く。）

⑦ 
妻の出産に伴う －休暇簿 職員の労働時間

付添等休暇 2日の範囲内の期間 有給 。－（必要に応じて） 等に関する規程
証明書類 第9条（9)

5日の範囲内の期間
（産前・産後休暇の期聞に

－休暇簿 職員の労働時間
⑧ 夫の育児参加休暇

おいて、当該出産に係る子
有給 。－（必要に応じて） 等に関する規程

または小学校就学前までの
子を養育する職員）

証明書類 第9条（10)

-4-

へ
取得

制度 取得可能期間・対象 有給・無給 提出書類 本学規則等
女性 男性

・育児休業申出書（様式第1号）
－申出に係る子の氏名、申出
者との続柄及び生年月日を
証明する書類（以下の①～③ 職員の育児・
のいずれカワ 介護休業等に

⑨ 育児休業 子力.－3歳に達する日まで 無給 。。¢医師文は助産師が発行する
出生（産）証明書 関する規程

②母子健康手帳の出生届出済 第3条
証明書

③官公署が発行する出生届受
理証明書など

勤務しない
－育児部分休業申出書

職員の育児・介護

⑪ 育児部分休業 子が3歳に達する固まで 1時聞に 。。 休業等に関する
っき減額 （様式第3号）

規程第12条

・育児短時間勤務申出書
（様式第8号） 職員の育児・介護

⑪ 育児短時間勤務 子が3歳に達する固まで
巧戚額 。。・申出に係る子の氏名、

休業等に関する
あり 申出者との続柄及び

生年月日を証明する 規程第18条の5

書類

⑫ 
子の保育のために必 －休暇簿 職員の労働時間
要と認める授乳等の 子が1歳に達する日まで 有給 。。－（必要に応じて） 等に関する規程
ための時間（保育休暇） 証明書類 第9条 （8)

－育児のための時間 職員の育児・介護

⑬ 育児のための時間外
外勤務制限

休業等に関する
勤務の制限

子の小学校就学前まで 。。請求書（様式第5号） 規程
• (t必要に応じて）

第18条の2
証明書類

－育児のための深夜 職員の育児・介護

⑭ 
育児のための 。。勤務免除請求書 休業等に関する
深夜勤務の免除 子の小学校就学前まで （様式第6号） 規程

－（必要に応じて） 第18条の3
証明書類

育児のための
－育児のための

職員の育児・介護所定外労働免除
⑮ 所定外労働の 子の小学校就学前まで 。。申出書（様式第7号） 休業等に関する

免除 －（必要に応じて） 規程

証明書類 第18条の4

⑮ 
子の小学校就学前まで、（1人 職員の労働時間等

子の看護休暇 の場合は、一暦年において5目、 有給 。。 －休暇簿 に関する規程
2人以上の場合は10日の範囲） 第9条 （18) 

＊「職員の労働時間等に関する規程」及び「職員の育児・介護休業等に関する規程」については、千原事業場の規程を示していま式
＊上原・西表事業場の規程等については、本学規則をご確認ください。
＊詳しい内容については、本ガイドブ、ツク及び本学規則をご覧ください。
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①妊娠中の通勤緩和及び勤務軽減等

妊娠中の女性職員が、保健指導文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、通勤緩和（時差通勤等）及び勤務の軽
減（休養や捕食等）により勤務しない乙とが承認されていまホ

②妊娠 中及び出産後の保健指導及び健康診査

妊産婦である女性職員は母子保健法の規定による保健指導文は健康診査を
受けるために職務従事義務が免除されます二

※妊産婦とは・・・妊娠中の女性職員文は産後1年を経過しない女性職員をいいますL

受診のために確保しなければならない回数

・妊娠中（妊娠週数）

01 ~ 22 23 I 24 2s一一一→ 3435 I 36 37一一一→分娩まで

4週に1回 ｜ 2週に1回 ｜ 1週に1回

・産後（出産後1年以内）
通常、産後休暇中である産後4週前後に1回、健康診査等を受けるとととなっています。

③妊産婦 で あ る 女 性 職 員 の保護

－妊産婦である女性職員が申し出た場合、時間外労働文は休日労働、深夜業をさせるととはできません。
※深夜業…午後10時～午前5時までの聞の就業のととをいいます。

－変形労働時間制で採用された場合でも、妊産婦である女性職員が申し出た場合1日8時間、
週40時聞を超える労働の制限を求めるととができます。

④妊産婦である女性職員の健康保護・業務軽減等

・妊産婦である女性職員は、妊娠・出産・保育等に有害な業務に就くととを制限されます二
－妊産婦である女性職員は、業務を軽減し、文は他の軽易な業務に転換させるよう請求するととが
できます二

母性健康管理指導事項連絡カード

．妊娠期に関する支援制度

a・‘・.・・偲・・・・・・nーが

作業の制限や勤務時間の短縮、

休業等の医師からの指導事項を、

明確に伝えるための力一ドです。

乙の力一ドを提出すると、記載内容

に応じた適切な措置を受けるととが

できます。

詳しくは、厚生労働省HPをご確認

ください。

・・ 1・

’・e111, 111・a，・t••••＇－＇・司a・.ii•• 'n~z－‘・・・・・'l'~,t:－..，巴・..・.ilY,

E 

同冒..., ..岨....
・J~,l叩，＂・p・..，・‘K・・・ I E・d』

． 
．出産期にかかる支援制度

⑤産前休暇

6週間 （多胎妊娠の場合にあっては、 14週間）以内に
出産する予定である女性職員が申し出た場合、出産の固
までの期間を取得できます二
※出産日は、産前休暇に含まれます二

＊単位
1日を単位として、取得できます。

ノ

． 

・．

b
t
L
 

・3 ．・
⑥産後休暇
出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期聞を取得できま主産後については6週間は強制的な

休暇ですが、 6週間を経過した後は女性職員が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就くことは
差し支えありません。

＊単位
1日を単位として、取得できますL

⑦妻・パートナーの出産に伴う付添 等休暇

職員が妻の出産に伴い労働しないことが相当と認められる場合は、
2日の範囲内の期間で特別休暇の付与を受けることができます。

＊単位
1日又は1時間を単位として、取得できます二

⑦、③
妻：事実上の婚姻関係と
同様の事情にある者を含む

⑧夫・パートナーの育児参加休暇

職員の妻の産前・産後休暇の期間てx d霊b Ce’ ‘盟診
当該出産に係る子文は小学校就学前の子を
養育する職員が、これらの子の養育のために 妻 l ⑤産前休暇 」 ＠産後休暇

勤務しないことが相当であると認められるときは、
当該期間内における5日の範囲内の期間で ＋ 

特別休暇の付与を受けることができます。 〈

*1日文は1時間単位で取れます二

．育児期にかかる支援制度

⑨ 育 児 休 業

3歳に満たない子を養育するため、子が3歳に達する日まで（誕生日の前日）、育児休業をすることが
できます二

〈手続き〉
育児休業開始予定日と育児休業終了予定日を明らかにして、当該育児休業開始予定日の前日から起算

して1か月前の日までに申し出をしますL

⑩育児部分休業
3歳に満たない子を養育するために、1日の勤務時間の一部について勤務しないことができます二
（育児短時間勤務をしている職員は除きます二）

〈手続き〉
育児部分休業を始めようとする日の前日から起算して1か月前の日までに申し出をしますL

＊単位
正規の勤務時間の始め文は終わりにおいて、 1日を通じて2時間を超えない範囲内衣職員の託児の

態様、通勤の状況等から必要とされる時聞について、 30分を単位として行うことができます。
-7-
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．．． 司障を守るための胸a・m・
岨剖酬 aa•c••・叫畑町”山．

－・‘． 園t・ ・
ニa・星a’・‘・・・・・4・・IIUI...・.. ”・ニz‘..，’’亀・＇・・・・u...・E注e・・z・..・＂＇・E思E包，．． ，也.，τ曳＇＂除、

-6-



⑪育児短時間勤務
3歳に満たない子を養育するため、以下のいずれかの勤務の形態により、職員が希望する日及び

時間帯において勤務する乙とができます。

i）午前8時30分から正午まで....・H ・・3時間30分勤務
ii）午後1時から午後5時15分まで…4時間15分勤務
iii) 1日につき6時間勤務
iv）前項目に掲げるもののほかに、業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある職員に

ついては、 1か月以内の一定期間を平均し1週間の勤務時聞が19時35分から30時間までの
範囲内の時間となるように大学の定める勤務の形態

※i）～iii）については、土曜日及び日曜日を休日としますL

〈手続き〉
育児短時間勤務をしようとする期間（1か月以上の期聞に限ります－0 ）の初日及び末日、並びにその

勤務形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、育児短時間勤務開始予定日の1か月前の固
までに申し出をします。

⑫子の保育のために必要と認める授乳等のための時間（保育休暇）

生後1年に達しない子を育てる職員が、子どもへの授乳や託児所への送り迎え等をするために、
特別休暇の付与を受けるととができます。

＊単位
1日2回それぞれ30分以内の期間

※男’性職員にあたっては、妻が男性職員がこの休暇を使用しようとする日における休暇（乙れに
相当する休暇を含む。）を承認され、文は労基法第67条の規定により同日における育児時聞を請求
した場合は、 1日に2回それぞれ30分から当該承認文は請求に係る各国ごとの期聞を差し引いた
期聞を超えない期間、付与を受けるととができます二

（例）

子

⑬育児のための時間外勤務の制限
小学校就学前の子を養育するため、 1か月24時間、 1年については150時聞を超えて勤務時聞を

延長させないよう、時間外勤務の制限を請求できます二

ただし、次のいずれかに該当する職員は時間外勤務の制限を請求するととができません。
i）継続勤務期間が1年未満の職員
ii) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

〈手続き〉
1固につき1か月以上1年以内の期間（以下「制限時間」という。）について、制限を開始しようとする日

（以下「制限開始予定日」という。）及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始
予定日の1か月前までに申し出をします。
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⑭育児のための深夜勤務の免除

小学校就学前の子を養育するため、深夜勤務の免除を請求するととができます二
※深夜勤務…午後10時から翌日の午前5時までの聞における勤務

ただし、次のいずれかに該当する職員は時間外勤務の制限を請求するととができません。
i）継続勤務期聞が1年未満の職員
ji)請求に係る子の16歳以上の同居の家族が、常態としてその子を保育することができるものとして、

次のいずれにも該当する場合の職員
ア．深夜において就業していないとと。

（深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む）
イ．傷病等により請求に係る子を保育することが困難な状態でないこと。
ウ．出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、 14週間）以内、文は産後8週間以内

でないとと。
iii) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
iv）所定労働時間の全部が深夜にある職員

〈手続き〉
1固につき1か月以上6か月以内の期間（以下I免除時間」という。）について、免除を開始しようと

する日 （以下「免除開始予定日」という。）及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として
免除開始予定日の1か月前までに申し出をします二

⑮育児のための所定外労働の免除

小学校就学前の子を養育するため、所定外労働の免除を申し出ることができます二

〈手続き〉
1固につき1か月以上1年以内の期間（以下「免除時間」という。）について、免除を開始しようとする日

（以下「免除開始予定日」という。）及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として免除開始
予定日の1か月前までに申し出をしますL

との場合において、⑬「育児のための時間外勤務の制限」に規定する制限期間と重複しないように
しなければなりません。

⑮子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する職員が、その子の看護のため労働しないととを申し出た場合、
以下の範囲内の期聞において休暇を取得できます二

－当該子が1人の場合…5日（1暦年： 1月1日～12月31日）
・当該子が2人の場合…10日（1暦年）
※子の看護…負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は、その子に予防接種や
健康診断を受けさせることをいいます。

＊単位
1日文は1時聞を単位として、取得できます。
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＼ 制度 取得可能期間・対象
女性 男性

提出書類 本学規則等

有給・無給or取得

妊産婦である女性 妊娠中の女性職員又 非常勤職員
① 職員の保護 は産後1年を経過し 。 就業規則

（時間外労働等の制限） ない女性職員 第27条

妊産婦である女性 妊娠中の女性職員文 非常勤職員

② 職員の健康保護・ は産後1年を経過し 。 就業規則
業務軽減等 ない女性職員 第47条

③ 
6週間（多胎妊娠の場合は、 －休暇簿 非常勤職員の労働時

産前休暇 14週間）以内で出産の 無給
－妊娠証明書

聞等に関する規程
固までの申し出た期間 第11条2項別表第3(1)

出産の日の翌日から8週間を
非常勤職員の労

経過する日まで（産後6週間
－休暇簿 働時間等に関す

④ 産後休暇 を経過した女性職員が申し
無給 る規程

出た場合において医師が －出生証明書
支障がないと認めた業務に

第11条2項

っく期聞を除く。）
別表第3(2) 

－育児休業申出書（様式第1号）
原則として子が1歳に ・申出に係る子の氏名、申出

達する日まで
者との続柄及び生年月日を
証明する書類（以下の① 非常勤職員の
～③のいずれか）

育児・介護休業
⑤ 育児休業 例外的に1歳6か月に達する ①医師又は助産師が発行

まで延長でき、保育所に
無給持制限あり する出生（産）証明書 等に関する

入れない等の場合、再度
②母子健康手恒の出生届

規程第3条出済証明書
申請するととにより最長 ③官公署が発行する出生
2歳まで延長できる 届受理証明書など

・育児部分休業申出書 非常勤職員の

⑥ 育児部分休業 子が3歳に達する日まで
勤務しない1時間 （様式第3号） 育児・介護休業等

につき減額 －（必要に応じて） に関する
証明書類 規 程第12条

－育児短時間勤務申出所
（様式第8号）
－申出に係る子の氏名、申出

減額あり
者との続柄及び生年月日を 非常勤職員の
証明する書類（以下の①

育児・介護休業等
⑦ 育児短時間勤務 子が3歳に達する固まで ～③のいずれ制［但し1開 定労働時刊 ①医師又は助産師が発行 に関する規程

すべて6時間以下の者を除く する出生（産）証明書 第19条の3
②母子健康手帳の出生届
出済証明書

③官公暑が発行する出生
届受理証明書など

子の保育のために必要と －休暇簿 非常勤職員の労働時

⑧ 認める授乳等のための 子が1歳に達する固まで 無給 ・（必要に応じて）
間等』ζ関する規程
第11条第2項時間（保育休暇） 証明書類 別表第3(3) 

⑨ 育児のための時間
子の小学校就学前まで、 持制限あり

・育児のための時間外勤務 非常勤職員の育児・

外勤務の制限
制限請求書（様式第5号） 介護休業等に関する
－（必要に応じて）証明書類 規曜第18条

⑩ 育児のための深夜 噌リ隈あり
－育児のための深夜勤務免 非常勤職員の育児・

子の小学校就学前まで、 除請求書（様式第6号） 介護休業等に関する
勤務の免除 ・（必要に応じて）証明書類 規程第19条

⑪ 
育児のための所定

子の小学校就学前まで
・育児のための所定外労働 非常勤職員の育児・

外労働の免除 0（フルタイム職員のみ） 免除申出書（様式第7号） 介護休業等に関する
－（必要に応じて）証明書類 規程第19条の2

子の小学校就学前まで（1人 非常勤職員の労働時

⑫ 子の看護休暇
の場合は，ーの年度において

無給 －休暇簿
間等に関する規程

5日、 2人以上の場合は10日 第11条2項

の範囲） 別表第3(8) 

＊「非常勤職員の労働時間等に関する規程」及び「非常勤職員の育児・介護休業等に関する規程」については、千原事業場の規程を示していま乱
＊上原・西表事業場の規程等については、本学規則をご確認ください。
＊「制限あり」について、1日もしくは1週間あたりの就業時間数、継続雇用期間などにより、利用、取得可能な制度が異なります。
詳しい内容については、本ガイド、ブ、ツク及ひ、本学規則をと、覧ください。
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①妊産婦である女性職員の保護
/ -

－妊産婦である女性非常勤職員が申し出た場合、時間外労働文は休日労働、 ~ 
深夜業の制限を求める乙とができます二 ‘’ 
※妊産婦とは・・・妊娠中の女性非常勤職員文は産後1年を経過しない

女性非常勤職員をいいます。

※深夜業とは・・・午後10時～午前5時までの間の就業のことをいいます二

②妊産婦である女性職員の健康保護・業務軽減等

・妊産婦である女性非常勤職員を、妊娠・出産・保育等に有害な業務に就かせてはなりません。

※妊娠と診断された女性の放射線業務従事者については、「電離放射線障害防止規則」において、

被ばく量の限度が定められています。

－妊産婦である女性非常勤職員は、業務を軽減し、文は他の軽易な業務に転換させるよう

請求するととができます二

③産前休暇

6週間（多胎妊娠の場合にあっては、 14週間）以内に出産する予定である女性

非常勤職員が申し出た場合、出産の日までの期聞を取得できますL
※出産日は、産前休暇に含まれます。

＊単位

1日を単位として、取得できます。

④産後休暇

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期聞を取得できます二

産後については6週間は強制的な休暇ですが、 6週間を経過した後は女性職員が請求し、

医師が支障がないと認めた業務に就くことは差し支えありません。

＊単位

1日を単位として、取得できます。
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a冨墨画置－墨書h

⑤育児休業

1歳に満たない子を養育するため、子が1歳に達する日まで（誕生日の前日）、
育児休業をするととができます。例外的に子が1歳6か月に達するまで延長でき、
1歳6か月に達した時点、衣保育所に入れない等の場合に再度申請するととにより、
最長2歳まで延長できます二

ただし、申出時点、において、次のいずれにも該当する非常勤職員に限ります。
i）継続雇用期聞が1年以上である非常勤職員
ii）子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約期聞が満了し、更新されないとと

が明らかでない非常勤職員

配偶者が非常勤職員と同じ日から文は非常勤職員より先に育児休業をしている場合、非常勤職員は、
子どもが1歳2か月に達するまでの間衣出生日以後の産前・産後休暇期間と育児休業期間との合計が
1年を限度として、育児休業をすることができます。

〈手続き〉
常勤職員の⑨「育児休業」の手続きを準用してください。（p7)
なお、育児休業中の非常勤職員が雇用莫約を更新するにあたって、引き続き育児休業を取得

しようとする場合には、更新された雇用契約期間の初日を育児休業開始予定日として再度、
申出を行ってください。

⑥育児部分休業

3歳に満たない子を養育するために、勤務時間の始め文は終わりにおいて1日を通じて2時間を
超えない範囲内で、非常勤職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時聞について、
30分を単位として行うととができます。（育児短時間勤務をしている非常勤職員は除きます二）

〈手続き〉
常勤職員の⑩「育児部分休業」の手続きを準用してください。（p7)

⑦育児短時間勤務

非常勤職員（1日の所定労働時聞がすべて6時間以下の者を除きます。）は、 3歳に満たない子を
養育するため、以下のいずれかの勤務の形態により、職員が希望する日及び時間帯において勤務する
ととができます二

i）午前8時30分から正午まで....・ H ・・3時間30分勤務
ii)午後1時から午後5時15分まで…4時間15分勤務
iii) 1日につき6時間勤務
iv）前項目に掲げるもののほかに、業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある職員に

ついては、 1か月以内の一定期間を平均し1週間の勤務時聞が19時35分から30時間までの
範囲内の時間となるように大学の定める勤務の形態

※i）～iii）については、土曜日及び日曜日を休日とします。

〈手続き〉
常勤職員の⑪「育児短時間勤務」の手続きを準用してください。（p8)

⑧子の保育のために必要と認める授乳等のための時間（保育休暇）

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のため必要と認める授乳等を行う場合は、
1日2回それぞれ30分以内の期間、無給の休暇の付与を受けるととができます。
また男性の非常勤職員が取得する場合は、常勤職員の⑫「保育休暇」の取得例を参考にして

ください。（p8)
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⑨育児のための時間外勤務の制限

小学校就学前の子を養育するため、 1か月24時間、 1年については150時間を超えて
勤務時聞を延長させないよう、時間外勤務の制限を請求できます。

ただ
ができません。 － 

i）継続勤務期聞が1年未満の非常勤職員
ii) 1週間の所定労働日数が2日以下の非常勤職員

〈手続き〉
常勤職員の⑬ 「育児のための時間外勤務の制限」に関する手続きを
準用してください。（p8)

⑩育児のための深夜勤務の免除

小学校就学前の子を養育するため、深夜勤務の免除を請求するととができます。

ただし、次のいずれかに該当する非常勤職員は深夜勤務の免除を請求する乙とができません。
i）継続雇用期聞が1年未満の非常勤職員
ii)請求に係る子の16歳以上の同居の家族が、常態としてその子を保育することができるものとして、

次のいずれにも該当する場合の非常勤職員
ア．深夜において就業していないこと。
（深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含みまホ）

イ．傷病等により請求に係る子を保育するととが困難な状態でないとと。
ウ．出産予定日の6週間 （多胎妊娠の場合にあっては、 14週間）以内、又は産後8週間以内で

ないこと。
iii) 1週間の所定労働日数が2日以下の非常勤職員
iv）所定労働時間の全部が深夜にある非常勤職員

〈手続き〉
常勤職員の⑭ 「育児のための深夜勤務の免除」に関する手続きを準用してください。（p9)

⑪育児のための所定外労働の免除（フルタイム職員に限ります）

小学校就学前の子を養育するため、所定外労働の免除を申し出ることができます二

〈手続き〉
常勤職員の⑮「育児のための所定外労働の免除」に関する手続きを準用してください。（p9)
この場合において⑪「育児のための時間外勤務の制限」に規定する制限期間と重複しないように

しなければなりません。

⑫子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する職員が、その子の看護のため労働しない乙とを申し出た場合、
以下の範囲内の期聞において休暇を取得できますL

－当該子が1人の場合…5日（ーの年度：4月1日～翌年3月31日）
・当該子が2人の場合…10日（ーの年度）
※子の看護…負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話を行うとと文は、その子に予防接種や
健康診断を受けさせることをいいます二

＊単位
1日文は1時聞を単位として、取得できますL ． ． 

＼ ー
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- (3）出産・育児期に利用できる手当

【出産費 ー共済組合からー・出産育児一時金 ー協会けんぽからJ

被保険者及びその被扶養者が出産をしたときの出産育児一時金（家族出産育児一時金を含む。以下同
じ。）の支給額1児ごとに42万円（産科医療補償制度に係る保険料3万円が含まれています）が支給され
ますL多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

【出産手当金 －協会けんぽから－】

φ給付内容

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬がうけられないときは、出産手当金が支給されます0

．支給期間
出産手当金は、出産の日（実際の出産が予定日後のときは出産の予定日）以前42日目（多胎妊娠の場合

は、 98日目）から出産の日の翌日以後56日固までの範囲内で会社を休んだ期聞について支給されます二
ただし、休んだ期聞に係る分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金

は支給されません。

＠支給額 l支給開始日※以前の継続した12か月間の｜
1日あたりの金額 ｜ ｜÷30日×一一一

｜ 各月の標準報酬月額を平均した額 ｜ 

※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです

【産前産後休暇期間中の社会保険料（健康保険・厚生年金保険）及び共済掛金の免除】

産前産後休暇を取得する者はその期間中の掛金が免除になります二
・常勤職員（共済組合） ：産前・産後休業をする場合、「産前産後休業期間掛金免除申請書」を

提出してください。
－非常勤職員（協会けんぽ） ：産前・産後休業をする場合、「産前、産後休暇及び育児休業中の保険料

免除申請書」を提出してください。

【出産費附加金 －共済組合からJ
平成26年4月より、共済組合員（被扶養者含む）のみ出産費附加金が4万円支給されます。

出産があった場合は出産費用の金額にかかわらず；出産費・家族出産費請求書を提出してくださし九

【お問い合わせ先】
総務部人事課共済係 TEL:098-895-8064内線：2065（共済組合い2068（協会けんぽ）

【育児休業給付金 －雇用保険からの手当J

．支給対象者
1歳に満たない子（保育所に入所できないなど一定の場合は、 2歳）を

(!!/' 

養育するために育児休業を取得する一般被保険者（男女問わず）の方衣育児休業開始前
2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある方に支給されます二

＠給付内容
育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間「支給単位期間」について支給されます二
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0パパ・ママ育休プラス制度（平成22年6月30日より改正）

父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長制度です。
乙の制度の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たせば、子が1歳2か月に達する
日の前日までの聞に、最大1年間まで育児休業給付金が支給されます。

。次の①～③のすべての要件を満たす場合
①育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前である乙と。
②育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること。
③配偶者が、当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得しているとと。

．支給対象期間
・父が休業した場合、育児休業給付金を受給できる期間は1年聞が上限となりま式
－母が休業した場合、出生日（産前休暇の末日となります）と産後休暇期間と育児休業を取得できる
期間を合わせて1年聞が上限となります。
（保育園に入所できないなどの理由により、子が1歳6か月に達するまで育児休業をする場合には、一定
の要件を満たすと子が1歳6か月に達する日の前固までの期間が、育児休業給付の支給対象となりまホ）

配偶者の出産後8週間以内の期聞に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得
が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます二

＠支給対象期間

（例）

φ支給額

~ 

産前休暇 産後休暇

支給単位期聞における支給額

休業開始日額 × 支給日数 × 67% (180日間）
※180目以降、1歳の前々固まで50%

平成26年4月1日より、育児休暇開始後180日間までは50°/o→67%

育児休業鯖借金問｜き上げられました＇！

剛言語·~
Eヨ1•t,，同温岨問圃cltuM.ol,b,,o伝子日首修司む圃

《眠λ＠イメージ〉
育児体鎗薗 育児体調R申

・剛一一岨11'.•~•.：~MnnM,－……．……，. 
H…………………． 

育児休業給付金が鉱大した今乙そ

J(J（が育児休業を取るチャンスで宮！’
F士、。
島γ：~~f1JFl•~ ：，•［. Jlll!~＂.，...~UIP'l3 向、

国監 + 1lj 

笠間m 時四臨／醐 開 暗 闇 明

,m・ママで半年y.つ取得宮れば、

1年間創泊鎗付が可能で曹！！

〈取得冊 ママ肺開問肺amr開 か月間珊． ・川 i軒 脚 力鴻－恥邑輔..官"C111:i!fl'Rまで・＂＇・・伺〈手取＂＂ 盆＠・.... 咽．

【お問い合わせ先】 総務部人事課給与支給係 TEL:098-895-8062 内線：2170（雇用保険）
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【育児休業手当金 ー共済組合からの手当j

．支給対象者
育児休業を取得する共済組合員衣雇用保険育児給付金受給対象外となった場合に支給されます0

．給付内容
その育児休業に係る子が基準年齢（1歳、 1歳の時点、で保育所に入所できない場合など、特別な事情

がある場合は1歳6か月）に達するまでの期間で、勤務に服さなかった日について支給されますL

．支給額

1日につき標準報酬の日額 × 
50 
100 

－雇用保険法の規定による育児休業給付が支給されるときは支給されません0

・勤務を要しない日（週休・日曜日など）については、支給されません。
・支給額には上限（雇用保険法の規定による額を基準）があります。
－育休開始後180日に対するまでの期間、1日につき×67/100

【育児休業等期間中の社会保険料（健康保険・厚生年金保険）及ひ共済掛金の免除】

組合員が育児休業を取得するとき、共済組合ヘ申し出る乙とにより、育児休業に
係る子が3歳に達する日の翌日の属する月の前日まで掛け金が免除されますL

・常勤職員（共済組合）：育児休業をする場合、「育児休業期間掛金免除申請書」を
提出してください。

・非常勤職員（協会けんぽ）：人事課共済係で手続きを行います二
提出書類はありません。

【お問い合わせ先】

総務部人事課共済係 TEL: 098-895-8064 内線：2065（共済組合）
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W (4）男性教職員が利用可能な制度一覧

： 妊娠出産育児に関する流れ ［男性の利用可能な制度）

妊娠

O妊婦の定期健診

－妊娠23週まで：4週間に1回

－妊娠24～35週まで：2週間に1回

6週間前 夫・パートナーの

－妊娠36週以降： 1週間に1回
産前休暇

育児参加休暇（常勤のみ）

（産前6週間前から）

出産 妻・パートナーの出産に伴う
・定期健診 （1か月） 産後休暇 ：付添等休暇（常勤のみ）

1歳

－定期健診（3か月～4か月）

・定期健診 （6か月～7か月）

・定期健診（9か月～10か月）

－定期健診（1歳）

．ならし保育

・定期健診（1歳6か月）

．予防接種

－保育所への入所

・保育所への送迎

－保育所、幼稚園の諸行事への参加

・定期健診（3歳）

・予防接種

6歳以降

．小学校入学

（産後8週間後まで）

育児休業

｛育児部分休業
育児短時間勤務

子どもへの授乳等の時間

時間外勤務の制限

深夜勤務の免除

所定外労働の免除

子の看護休暇

※詳しい内容については、
詳細ページ及び本学規則を
ご覧ください。

-17-



MEMO 
- (5）琉球大学医学部附属病院 いずみ保育所

＊保育方針＊

①快適に過ごせる環境と、園と家庭の一貫した生活リズムの中で健康な体をつくる

②保育者への甘えや依存が満たされ、情緒が安定し食事・排池・着脱など生活に必要な、基本的
生活習慣が快いものとして身につくようにする

③生活のきまりや約束がわかり、できる乙とは自分でやろうとし異年齢児とのふれあいを楽しむ

④あそびや生活を通して、いろいろなことを経験する中衣友達とのかかわりを広げていく

⑤自分の要求がはっきり言えて、自分のととは自分でできる、自主性のある子どもを育てる

平 日： 19時まで（18時までにご連絡ください）
土曜日： 7:30～12:30（給食はありません）
※どちらも有料で事前に予約が必要となります。
平日： 1回150円土曜日： 1回1500円
（土曜保育は、両親が仕事の場合にのみ受け入れます）

無料

¥31, 500 ／月（給食費、おやつ代など込みです二）
¥ 1,500／月（一家族につき）
¥33, 000／月

＊対象者＊
琉球大学教職員が養育する
O歳～3歳までの乳幼児

＊保育時間＊

月曜日～金曜日： 7:30～18:30 

＊定員＊
40名

延長保育

＊基本費用＊
入所料
保育料
父母会費

計

※21日以降入所、 10日以前の退所の場合は、保育料は半額となります二
※兄弟割引：兄弟で入園される場合は、 2人目以降の保育料が毎月3,000円引きです。

* 

＊年間行事計画＊

4月

5月親子遠足

6月ぎょう虫検査

7月七夕・プール遊び

8月

9月

10月運動会

11月親子遠足

• 
a

’
 h
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事
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＊毎月の行事＊

お弁当会：第2水曜日

身体測定：初旬

誕生日会：第4木曜日

＊連絡先＊

098 -895 -3331 （内線：2850)

＊住所＊

沖縄県中頭郡西原町上原207（いずみ保育所）

12月クリスマス会（園児のみ）

1月卒園終了記念写真撮影

2月節分

3月ひなまつり・卒園式

＊その他＊
※入園申込は随時受け付けていますL
※お子様は職場復帰1か月前より入園可能です（慣らし保育のため）。
※お子様が体調不良（発熱・下痢・唖吐など）の時は、家庭保育をお願いします。
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i' (1）【常勤職員】利用可能な制度・手続き

常勤職員
制度 取得可能期間

有給・無給
提出書類 本学規則等

対象家族1人につき、 －介護休業申出書
3固まて三通算186日の （様式第1号） 職員の育児・介護休業

① 介護休業 範囲内で、介護休業申出 無給 －（必要に応じて） 等に関する規程
書により申し出た期間 証明書類 第19条

－その他

対象家族1人につき、 2
固まで連続する3年 （最

－介護部分休業申出書
初の介護部分休業開始
予定日から起算して3年 勤務しない （様式第2号） 職員の育児・介護休業

② 介護部分休業
を経過するまでをいう） 1時聞につき －（必要に応じて） 等に関する規程

の範囲内衣介護部分 減額 証明書類 第28条

休業申出書により申し
－その他

出た期間

要介護状態にある対象
－介護のための時間外

家族を介護するため1 職員の育児・
介護のための

固につき1か月以上1年 券市リ限 勤務制限請求書 介護休業等に
③ 時間外勤務の

以内の期間（1か月24 あり （様式第5号） 関する規程
制限 時間、 1年について150 －（必要に応じて） 第31条の2

時間以内） 証明書類

要介護状態にある対象
職員の育児・家族を介護するため1回 －介護のための深夜勤務

④ 介護のための につき1か月以上6か月以 市リ限 免除請求書（様式第6号） 介護休業等に

深夜勤務の免除 内の期間（深夜勤務：午 あり ・（必要に応じて） 関する規程
後10時から翌日の午前 証明書類 第31条の3
5時まで）

対象家族1人の場合は、
有給 職員の労働時間等に1暦年において5日、 －休暇簿

⑤ 介護休暇 2人以上の場合は10日 哨リ限
－その他

関する規程

の範囲 あり 第9条（20)

介護のための 要介護状態にある対象
－介護のための所定

〈本学規則等〉

⑥ 所定外労働 家族を介護するため
外労働免除、申請書

職員の育児・介護休
1固につき1か月以上 業等に関する規程

の免除 1年以内の期間 （様式7号）
第31条の4

＊「職員の育児・介護休業等に関する規程」及び 「職員の労働時間等に関する規程」については、千原事業場の規程を
示していまま己

＊上原・西表事業場の規程等については、本学規則をご確認ください。
＊詳しい内容については、本ガイドブック及び本学規則をご覧ください。
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①介護休業

要介護状態にある家族を介護する場合は、介護休業を申し出ることができます二
※要介護状態・・・負傷、疾病文は身体上若しくは精神上の障害により、 2週間以上

の期聞にわたり常時介護を必要とする状態

介護休業の対象となる家族（以下「対象家族」）は次のいずれかに該当するものをいいます。
i）回偶者（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みます。以下同じ。）
ii）父母
iii)子

iv）配偶者の父母（同居し、事実上父母と同様の関係にある者を含みます。以下同じ。）
v）祖父母、兄弟姉妹文は孫
vi)その他学長が認めた者

〈期間〉

介護休業を取得できる期間は対象家族1人につき、 3固まで通算186日の範囲内衣
介護休業申出書により申し出た期間とします。

（例）対象家族が1人の場合・．．

姻~

〈手続き〉

介護休業 ｝通算民186日

介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日を明らかにして、当該介護休業開始予定日の前日から
起算して1週間前の日まで、に申し出を行ってください。

②介護部分休業

要介護状態にある対象家族を介護するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことができます。

〈期間〉

介護部分休業を取得できる期間は、対象家族1人につき、 2固ま衣連続する3年の範囲でL

介護部分休業申出書により申し出た期間とします。

〈手続き〉

介護部分休業を始めようとする日の前日から起算して1週間前の固までに、申し出をしてください。

＊単位

1時間とし、 1日を通じ、始業の時刻から、終業の時刻までのうち連続した4時間の範囲内とします二
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③介護のための時間外勤務の制限
要介護状態にある対象家族を介護するため、時間外勤務の制限を請求するととができます二

ただし、次のいずれかに該当する職員は時間外勤務の制限を請求するととができません。
i）継続勤務期間が1年未満の職員
ii) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員

〈期間〉
1か月24時間、 1年については150時間を超えて勤務時聞を延長させないものとします。

〈手続き〉
1固につき1か月以上、 1年以内の期聞について、制限を開始しようとする日（以下「制限開始予定日」
という。）
及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに提出します。

④介護のための深夜勤務の免除
要介護状態にある対象家族を介護するため、深夜勤務の免除を請求する乙とができます。
※深夜勤務・・・午後10時から翌日の午前5時までの聞における勤務

ただし、次のいずれかに該当する職員は深夜勤務の免除を請求することができません。
i）継続雇用期聞が1年未満の職員
ii)請求に係る対象家族の16歳以上の同居の家族が、常態としてその対象家族を介護することが
できるものとして、次のいずれにも該当する場合の職員
7て深夜において就業していないこと（深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を

含みます二）
イ．傷病等により請求に係る対象家族を介護するととが困難な状態でないとと。
ウ．出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、 14週間）以内、文は産後8週間以内で

ないとと。
iii) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
iv）所定労働時間の全部が深夜にある職員

〈期間〉
1固につき1か月以上6か月以内の期間（以下I克除期間」という。）

〈手続き〉
免除期聞について、免除を開始しようとする日（以下「免除開始予定日」という。）及び免除を終了
しようとする日を明らかにして、原則として免除開始予定日の1か月前までに提出します。

⑤介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護や通院等の付添い、介護サービスの提供をうけるために必要な

手続きの代行、その他対象家族に必要な世話を行うため労働しないととを申し出た場合、以下の
範囲内の期聞において休暇を取得するととができます二

－当該対象家族が1人の場合…5日（1暦年： 1月1日～12月31日）
・当該対象家族が2人の場合…10日（1暦年）

＊単位
1日文は1時聞を単位として、取得できます。
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⑥介護のための所定外労働の免除
要介護状態にある対象家族の介護をするため、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、

所定外労働の免除を請求するととができます。

〈期間〉
1固につき1か月以上1年以内の期間（以下「免除期間」という。）

〈手続き〉
免除期聞について免除を開始しようとする日（以下「免除開始予定日」という。）及び免除を終了しようと

する日を明らかにして、原則として、免除開始予定日の1か月前までに申し出をしますL
との場合において、「介護のための時間外勤務の制限」に規定する制限期間と重複しないように

しなければなりません。
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