事例で学ぶ【妊娠→産休→育休→復職】労務管理
（ケース１）妊娠を理由にパートにするのは禁止です。
… 夜勤ができない場合でも …
あらすじ

川口 A 子さんは、ある介護施設で働く 10 年目の看護師（正職員）です。奨学金をも
らいながら看護師になるという夢を叶えた A 子さんは、皆が嫌がる夜勤も喜んでこな
しています。
A 子さんは 3 年前に結婚し、先月、妊娠が判明しました。サラリーマンの夫は、A 子
さんが出産後も仕事をすることには大賛成でしたが、待望の赤ちゃん誕生までは夜勤は
免除してもらってはどうかと言いだしました。A 子さん自身も、夜勤の日に急に体調が
悪くなってシフトに穴をあけては勤務先に迷惑がかかると考えていたので、出産までは
夜勤を免除してほしいと事務長にお願いすることにしました。
事務長からは、「川口さんもご存知のとおり、うちの施設では夜勤をできない人はみ
んなパートとして働いてもらっていますよね。お腹の赤ちゃんが大事なので、もちろん
日勤のみ勤務は認めますが、来月からはパートとして働いてもらうことになります。」
と言われました。A 子さんは、出産後は正職員に戻れるのかと質問をしましたが、それ
はその時になってみないとわからないと言われてしまいました。
看護師の仕事が大好きな A 子さんは、仕事にやりがいを感じており、なんとか正職
員として頑張り続ける方法はないものかと労働局に相談しました。

労働局の解説

１．労働基準法第 66 条第 3 項では、
「使用者は妊産婦が請求した場合においては、深
夜業をさせてはならない」と規定しています。
２．また、男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項では、事業主は、「妊娠した女性労働者が
深夜業の制限を請求したこと」を理由に「パートタイム労働者への労働契約の変更を
強要する等の不利益取扱い」をしてはならないと規定しています。
３．妊娠中の女性労働者が利用可能な制度は、次ページ「関係法令」のとおりです。事
業主は、これらの制度の利用を認めるのみでなく、制度利用を理由とする不利益取扱
いをしないよう留意する必要があります。

関係法令 … 妊娠中の女性労働者に関する事業主の義務（又は禁止）
■ 労働基準法第 65 条第 1 項.第 2 項
産前は 6 週間（多胎妊娠の場合は 14 週間／女性労働者が請求した場合）
、産後は 8
週間、女性労働者を就業させてはならない。
■ 労働基準法第 65 条第 3 項
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならない。
■ 労働基準法第 64 条の 3
妊産婦等を妊娠、出産等に有害な業務に就かせてはならない。
■ 労働基準法第 66 条第 1 項.
変形労働時間制の場合でも、妊産婦が請求した場合には、1 日及び 1 週間の法定労働
時間を超えて労働させてはならない。
■ 労働基準法第 66 条第 2 項.第 3 項
妊産婦が請求した場合には時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。
■ 男女雇用機会均等法第 12 条
女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を
確保しなければならない。
■ 男女雇用機会均等法第 13 条
妊産婦が医師等による指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の短
縮、休業等必要な措置を講じなければならない。

（ケース２）
「出産後また戻ってきて」ではなく
… 雇用を継続し、産休・育休を。 …

あらすじ

川口 B 子さんは、入社 3 年目の介護職員です。大学を卒業して一般事務の仕事をし
ていましたが、人のためになる仕事をしたくなり、資格をとって転職した第２の職場で
す。介護の仕事は思ったよりも重労働でしたが、体育会系の B 子さんは、持ち前の明
るさと根性で職場の人気者でした。
そんな B 子さんからの妊娠の報告。まわりのスタッフは皆で祝福し、B 子さんの仕
事をフォローしてくれました。それでも介護は、やはり、重労働。責任感の強い B 子
さんは、困っている人がいると、すぐに手を貸すので、どうしても母体に負担がかかっ
てしまいます。妊娠 5 か月に入った頃、いよいよお腹も重くなってきた B 子さんは出
産までは事務職などの仕事に変えてほしいと総務部長に相談を持ちかけました。総務部
長は、
「もちろんお腹の赤ちゃんを何より大事にしてください。
」とは言ってくれました
が、事務の仕事は人が余っていて、今は他の仕事が無いとのこと。
「いったん退職して、
元気な赤ちゃんを産んで、また戻ってきては。」と言います。
B 子さんは、お母さんになってもずっと続けたいと思って介護職に転職したので、退
職はしたくありません。退職すると、あてにしていた育児休業給付金ももらえなくなる
し、子どもが保育園に入所できるかも不安です。総務部長に何度かお願いしてみました
が、「また戻ってきたらいいのでは。」「川口さんなら、いつでも大歓迎だから」とは言
ってくれるものの、産休・育休は認めてもらえません。どうしたものかと思い、労働局
に相談しました。

労働局の解説

１．男女雇用機会均等法では、
「労働基準法第 65 条第 3 項に基づき妊産婦が軽易な業
務への転換を求めたことを理由とする不利益取扱い」についても禁止しています。
２．母体に負担の大きい業務で、他に転換すべき業務がどうしても無い場合は、産前休
業に入るまで無給の休業となる場合もありえますが、解雇や退職強要をすることは禁
止です。
３．次ページのとおり、産休・育休による労働者のメリットは大きく、いったん退職と
なるか雇用が継続するかは労働者にとって大問題です。雇用契約を継続した上で、産
休→育休→復職と男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に沿った対応をしてくだ
さい。

関係法令（制度） … 産休・育休中の収支（事業主・労働者）
■ 産休と育休のちがい
産休

育休

産前・産後休業

名称

労働基準法

根拠法

産前６週（多胎 14 週）＋産後８週
女性労働者（パート・アルバイト・派遣労働
者を含む全ての労働者に適用）

期間
対象

産休を理由とする不利益取扱いは禁止
（男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項）

不利益
取扱い

育児休業
育児・介護休業法
原則、子が１歳に達するまで
男女労働者（勤続 1 年未満など、対象外にで
きる場合もある）
育休を理由とする不利益取扱いは禁止
（育児・介護休業法第 10 条）

■ 事業主の収支
産休

育休

賃金の支払い義務は無い

賃金

手続きをすれば免除

社会保険料

無給の場合、保険料は発生しない

雇用保険料
労災保険料

賃金の支払い義務は無い
手続きをすれば免除
無給の場合、保険料は発生しない

■ 労働者の収支
産休

育休

就業規則による（無給の場合も有る）

賃金

就業規則による（無給の場合も有る）

手続きをすれば免除

社会保険料

手続きをすれば免除

無給の場合、保険料は発生しない

雇用保険料

無給の場合、保険料は発生しない

事業主のみが支払うもの

労災保険料

事業主のみが支払うもの

出産手当金（賃金の 3 分の 2 相当額）

手当・給付

育児休業給付（賃金の６７％(※)相当額）

※育児休業開始から 180 日まで。181 日目からは 50％相当額。
○ すなわち、休業中賃金を無給とした場合、金銭面での事業主の負担はありません。
○ 一方、労働者の収入は、産休中の出産手当金＋育休中の育児休業給付です。

<お問い合わせ先>
■妊娠不利益、育児・介護休業について
埼玉労働局

雇用環境・均等室

〒３３０－６０１６

さいたま市中央区新都心１１－２

ランド・アクシス・タワー１６階
℡０４８－６００－６２１０
■出産育児一時金、出産手当金について
協会けんぽ、健康保険組合等へ
■育児休業給付金について
最寄りのハローワークへ
■社会保険料について
年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へ

育児・介護休業法のあらまし
青字部分 は令和３年 1 月 1 日施行の改正事項

育児休業制度

介護休業制度

労働者が、１歳 (※)未満の子（養子、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 を含む） を養育するために
する休業です。
※ 父母ともに育児休業を取得する場合は１
歳２ヶ月 (パパママ育休プラス特例、以
下の※印同じ)
一定の 場合 は、 子が １歳 から１ 歳６ か月 に達
するま での 間も 上記 とは 別に育 児休 業が でき
ます。

労働者が、要介護状態にある対象家族の介護
をするためにする休業です。
要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上もし
くは精神上の障害によって、２週間以上、常
時介護を必要とする状態のことです。

○１歳(※）未満の子を養育する男女労働者
（日々雇用者を除く）
＊申出の時点で次のいずれにも該当する
期間雇用者は対象となります。
①同一事業主に 引き続き雇用された期間が
１年以上であること
②子が１歳6か月になる日の前日までに、
労働契約（更新される場合には、更新後
の契約）の期間が満了することが明らか
でないこと

○要介護状態にある対象家族を介護する男女
労働者(日々雇用者を除く)
対
＊申出の時点で次のいずれにも該当する
期間雇用者は対象となります。
①同一事業主に引き続き雇用された期間が
象
１年以上であること
②取得予定日から起算して 93日を経過する
日から6か月を経過する日までの間に、労
労
働契約（更新される場合には、更新後の契
約）の期間が満了することが明らかでない
こと
＊次の労働者は労使協定で除外できます。 働
・勤続１年未 満の者
＊次の労働 者は労使協定で除外できます。
・１年以内に雇用関係が終了する者
・勤続１年未満の者
・週の所定労働日数が２日以下の者
者
・93日以内に雇用関係が終了する者
・週の所定労働日数が２日以下の者

○子（養子、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、当該
労働者を養子縁組里親として委託すること
が適当と認められるにもか かわらず、実親
等が反対したことにより、当該労働者を養
育里親として委託された子を含む）
＊他の育児関係制度の「子」の意味も
上記と同様。

対 ○配偶者（事実婚を含む）、父母、子、配 偶者
象
の父母、祖父母、兄弟姉妹、 孫
家
＊他の介護関係制度の「 対象家族」の意味も
族
上記と同様。

○原則として子が１歳(※)に達するまでの連
続した期間で本人の申出た期間
○原則として子１人につき１回
＜例外＞父親が出産後８週間以内に育児
休業を取得した場合等
＊１歳から１歳６ヶ月に達するまでの育
児休業は改めて申出る ことになります。

期 ○対象家族１人につき通算して 93日を限度と
間
して本人の申出た期間
・ ○対象家族１人に つき3回
回
数
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○原則として休業開始予定日の１か月（１歳 手 ○原則として休業開始予定日の２週間前まで
６ヶ月までの休業については２週間）前ま 続
に書面(事業主が認めた場合はＦＡ Ｘ、メー
でに書面 (事業主が認めた場合はＦＡＸ、
ル可)で事業主に申出
メール可)で事業主に申 出
○ 事業主は休業申出を受けた旨 、育児休業開
○ 事業主は休業申出を受けた旨 、介護休業開
始予定日、終了予定日を書面 (労働者が希
始予定日、終了予定日を書面 (労働者が希望
望する場合はＦＡＸ、メール可 )で労働者
する場合はＦＡＸ、メール可 )で労働者に通
に通知
知

【留意点】
①当 該制 度は 労働 者が 法律 に基 づき 申出 によ り取 得で きる 権利 です が、労 働者 が これ を容 易に 取得 でき る
よう にす るた めに、制度 が あら かじ め就 業規 則等 に定 めら れる べき もの であ るこ と (指針)、休 業期 間中
の賃 金等 につ いて は法 律に 定め がな く就 業規 則等 によ るも ので ある こと に留 意し てく ださ い。
② 当 該制 度は 夫婦 同時 期に 申出 でき 、配 偶者 が専 業主 婦 (夫)な どで あっ ても 申出 を拒 むこ とは でき ませ
ん。
③パ パマ マ育 休プ ラス 特例 の対 象と なる ため には、本 人の 育児 休業 開始 予定 日が 子が １歳 誕生 日以 前に 開
始す るこ と、 本人 の育 休開 始予 定日 より 以前 に配 偶者 が育 児休 業を 開始 して いる こと が必 要で す。
特例 によ る育 児休 業等 取得 可能 日数 は１ 年間 （出 生日 及び 産後 休業 含む ）で す。
④子 が１ 歳か ら１ 歳６ か月 に達 する まで 育児 休業 がで きる のは 、次 のい ずれ にも 該当 する 場合 です 。
・労 働者 又は その 配偶 者が 子が １歳 (パパマ マ育 休プ ラス 特例 の場 合は 特例 の育 休終 了日 )に 達す るま
で育 児休 業を して いる 場合
・保育 所に 入所 を希 望 して いる が入 所で きな い場 合、又 は、子 の養 育を 行っ てい る配 偶者 であ って、１
歳以 降子 を養 育す る予 定で あっ たも のが 、死 亡 、負 傷 、疾 病等 の事 情に より 子を 養育 する こと が困 難
にな った 場合
⑤子 が１ 歳か ら１ 歳６ か月 に達 する まで の育 児休 業の 開始 日は 子が １歳 誕生 日 (パ パマ マ育 休プ ラス 特例
の場 合は 特例 の育 休終 了日 の翌 日 )です 。
⑥事 業主 は休 業中 及び 休業 後の 賃金、配置 等の 労働 条 件に つい て就 業規 則等 で示 すと とも に、個 々の 休業
申出 者に 「育 児（ 介護 ）休 業取 扱通 知書 」を 交付 する 努力 義務 があ りま す 。
⑦申 出が 期日（育 児－ １か 月前（１ 歳６ ヶ月 まで の休 業は ２週 間前 ）、介護 －２ 週間 前）より 遅れ た場 合
には 、事 業主 は法 律の 定め る範 囲内 で休 業開 始日 を指 定す るこ とが でき ます 。
⑧ 労働 者が 休業 を申 出た 時、事業 主は 必要 最小 限の 証明 書類 の提 出を 求め るこ とが でき ます 。た だし 、証
明書 類は 申出 書記 載事 項に 係る 事実 を証 明で きる もの であ って 、労 働者 が提 出で きる もの で足 り る こと
とす べき もの です 。
⑨申出 の回 数は 原則 子１ 人に つき １回 です が、期間 を定 めて 雇用 され る労 働者 が休 業を する 場合 、現 在締
結さ れて いる 労働 契約 期間 の末 日ま で休 業し た後 、労 働契 約の 更新 に伴 って 更新 後の 労働 契約 期間 の初
日を 休業 開始 予定 日と する 申出 をす る場 合は 、再 度の 申出 をす るこ とが でき ます 。
⑩ 労働 者は 休業 開始 前で あれ ば申 出を 撤回 する こと がで きま す。撤回 後の 再度 の申 出は 育児 休業 の場 合は
原則 とし てで きま せん 。介 護休 業の 場合 は２ 回連 続し て申 出を 撤回 した 場合 には 、事 業主 はそ れ以 降の
介護 休業 申出 を拒 むこ とが でき ます 。
⑪ 労働 者は 終了 予定 日前 の一 定の 日（育 児－ １ヶ 月 前（１ 歳６ ヶ月 まで の休 業 は２ 週間 前）、介 護－ ２週
間前）まで に申 出れ ば、１ 回に 限り 終了 予定 日の 繰下 げ変 更が でき ます。また、育児 休業 は出 産予 定日
前に 子が 出生 した 場合 等は 、１ 回に 限り 休業 開始 予定 日の 繰上 げ変 更が でき ます 。
⑫年次 有給 休暇 の権 利発 生の ため の出 勤率 の算 定に 当た って は、労働 基準 法に より 休業 期間 中は 出勤 した
もの とみ なさ なけ れば なり ませ ん。
⑬休業 申出 をし たこ と、又は 休業 した こと を理 由と した 解雇 その 他の 不利 益取 扱い をす るこ とは 禁止 され
てい ます 。
＜不 利益 取扱 いの 例＞
・解 雇す るこ と
・期 間雇 用者 につ いて 契約 の更 新を しな いこ と
・退 職強 要、 正社 員か らパ ート タイ マー への 一方 的変 更
・自 宅待 機を 命じ るこ と
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・降 格す るこ と
・減 給、 退職 金や 賞与 の算 定に 当た り休 業期 間を 超え て働 かな かっ たも のと して 取り 扱う こと
・昇 進・ 人事 考課 にお いて 不利 益な 評価 を行 うこ と
・通 常の 人事 異動 ルー ルか らは 説明 でき ない 相当 程度 経済 的又 は精 神的 負担 を伴 う配 転を 行う こと
・就 業環 境を 害す るこ と

等

(指針)

子の看護休暇

介 護 休 暇

小学校就学前の子を養育する労働者は、 1
年度において５労働日 (小学校就学前の子が
２人以上の場合は10労働日)まで、負傷、疾
病にかかった子の世話、又は当該子の疾病予
防のための予防接種、健康診断のための 休暇
を１日単位又は時間単位で取得することがで
きます。

○小学校就学前の子を養育する男女労働者 （日
々雇用者を除く）
＊次の労働者は労使協定で 除外できます。
・勤続６か月未満の者
・週の所定労働日数が２日以下の者
○口頭での申出、取得当日の申出が可能

要介護状態にある対象家族を介護する労
働者は、1年度において５労働日 (要介護
状態にある対象家族が２人以上の場合は
10労働日)まで、当該家族の介護、通院等
の付添いその他の世話のための休暇を１
日単位又は 時間単位で 取得することがで
きます。

対
象
労
働
者
手続

○要介護状態にある対象家族を介護する男
女労働者（日々雇用者を除く）
＊次の労働者は労使協定で除外できます。
・勤続６か月未満の者
・週の所定労働日数が２日以下の者
○口頭での申出、取得当日の申出が可能

【留意点】
①当 該制 度は 労働 者が 法律 に基 づき 申出 によ り取 得で きる 権利 です が、 労働 者が これ を容 易に 取得 でき る
よう にす るた めに 、制 度が あら かじ め就 業規 則等 に定 めら れる べき もの であ るこ と (指針)、 休暇 中の 賃
金等 につ いて は法 律に 定め がな く就 業規 則等 によ るも ので ある こと に留 意し てく ださ い。
②期 間雇 用者 も対 象労 働者 です 。 時 間単 位で 子の 看護 休暇 ・介 護休 暇を 取得 する こと が困 難と 認め られ る
業務 に従 事す る労 働者 につ いて は、 労使 協定 によ り時 間 単 位の 休暇 の対 象か ら除 外で きま す。
③子 の看 護休 暇に つい ては 子の 負傷 、疾 病、 予防 接種 等の 事実 の証 明書 、介 護休 暇に つい ては 要介 護状 態
の事 実の 証明 書の 提出 を求 める こと がで きま す。 ただ し、 事後 の提 出を 可能 とす る等 労働 者に 過重 な負
担と なら ない よう 配慮 して くだ さい （指 針） 。
④事 業主 は業 務の 繁忙 等を 理由 に申 出を 拒む こと はで きま せん 。
⑤看 護休 暇、 介護 休暇 の申 出を した こと 、又 は看 護休 暇、 介護 休暇 をし たこ とを 理由 に解 雇そ の他 の不 利
益取 扱い をす るこ とは 禁止 され てい ます 。
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育児のための所定外労働の制限

介護のための所定外労働の制限

事業主は、３歳未満の子を養育する労働者が
その子を養育するために請求した場合には、所
定労働時間を超えて労働させてはなりません。

事業主は、要介護状態にある対象家族を介護
する労働者がその対象家族を介護するために請
求した場合には、所定労働時間を超えて労働さ
せてはなりません。

○３歳未満の子を養育する男女労働者（日々
雇用者を除く）
＊次の労働者は労使協定で除外できます。
・勤続１年未満の者
・週の所定労働日数が２日以下の者

対 ○要介護状態にある対象家族を介護する男女
象
労働者（日々雇用者を除く）
労
＊次の労働者は労使協定で除外できます。
働
・勤続１年未満の者
者
・週の所定労働日数が２日以下の者

○１回の請求につき１ヶ月以上１年以内の
期間
※但し、時間外労働の制限期間と重複し
てはなりません。
○請求できる回数に制限なし

期間
・

○１回の請求につき１ヶ月以上１年以内の
期間
※但し、時間外労働の制限期間と重複し
回数
てはなりません。
○請求できる回数に制限なし

○開始の日の１ヶ月前までに 書面 (事業主
が認めた場合はＦＡＸ、メール可 )で請求

手続

○開始の日の１ヶ月前までに 書面 (事業主
が認めた場合はＦＡＸ、メール可 )で請求

【留意点】
①

当該 制度 は労 働者 が法 律に 基づ き請 求で きる 権利 です が、労 働者 がこ れを 容易 に 受け られ るよ うに す
るた め、 制度 があ らか じめ 就業 規則 等に 定め られ るべ きも ので ある こと に留 意し てく ださ い (指針)。

②

期間 雇用 者も 対象 労働 者で す。 また 、当 該制 度は 夫婦 とも 同時 期に 請求 でき ます 。

③

「事 業の 正常 な運 営を 妨げ る場 合」 は請 求を 拒む こと もで きま すが 、こ れに は通 常考 えら れる 相当
程度 の努 力を して も代 替要 員が 確保 でき ない 場合 など に限 られ ます 。

④

当該 制度 の請 求を した こと 、又は 当該 制度 を利 用し た こと を理 由に 解雇 その 他の 不利 益取 扱い をす る
こと は禁 止さ れて いま す。

育児のための時間外労働の制限

介護のための時間外労働の制限

事業主は、小学校就学前の子を養育する労
働者がその子を養育するために請求した場合
には、時間外労働協定により労働をさせる場
合においても、１月に２４時間、１年に 150
時間を超えて時間外労働をさせてはなりませ
ん。

事業主は、要介護状態にある対象家族を介
護する労働者がその対象家族を介護するため
に請求した場合には、時間外労働協定により
労働をさせる場合においても、１月に２４時
間、1年に150時間を超えて時間外労働をさ
せてはなりません。

○小学校就学前の子を養育する男女労働者
（日々雇用者を除く）
＊但し、以下に該当する者を除きます。
・勤続１年未満の者
・週の所定労働日数が２日以下の者

対 ○要介護状態にある対象家族を介護する男
象
女労働者（日々雇用者を除く）
労
＊但し、以下に該当する者を除きます。
働
・勤続１年未満の者
者
・週の所定労働日数が２日以下の者
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○１回の請求につき１ヶ月以上１年以内の
期間
※但し、所定外労働の制限期間と重複し
てはなりません。
○請求できる回数に制限なし

期間
・

○１回の請求につき１ヶ月以上１年以内の
期間
回数
※但し、所定外労働の制限期間と重複し
てはなりません。
○請求できる回数に制限なし

○開始の日の１ヶ月前までに 書面 (事業主
が認めた場合はＦＡＸ、メール可 )で請求

手続

○開始の日の１ヶ月前までに 書面 (事業主
が認めた場合はＦＡＸ、メール可 )で請求

【留意点】
①当該 制度 は労 働者 が法 律に 基づ き請 求で きる 権利 です が、労働 者が これ を容 易に 受け られ るよ うに する
ため 、制 度が あら かじ め就 業規 則等 に定 めら れる べき もの であ るこ とに 留意 して くだ さい (指 針)。
② 期間 雇用 者も 対象 労働 者で す。 また 、当 該制 度は 夫婦 とも 同時 期に 請求 でき ます 。
③ 「事 業の 正常 な運 営を 妨げ る場 合」 は請 求を 拒む こと もで きま すが 、こ れに は通 常考 えら れる 相当
程 度の 努力 をし ても 代 替要 員が 確保 でき ない 場合 など に限 られ ます 。
④当 該制 度の 請求 をし たこ と、 又は 当該 制度 を利 用し たこ とを 理由 に解 雇そ の他 の不 利益 取扱 いを
する こと は禁 止さ れて いま す。

育児のための深夜業の制限

介護のための深夜業の制限

事業主は、小学校就学前の子を養育する労
働者がその子を養育するために請求した場合
には、午後１０時～午前５時（「深夜」）にお
いて労働させてはなりません。

事業主は、要介護状態にある対象家族を介
護する労働者がその対象家族を介護するため
に請求した場合には、午後１０時～午前５時
(「深夜」)において労働させてはなりません。

○小学校就学前の子を養育する男女労働者
（日々雇用者を除く）
＊但し、以下に該当する者を除きます。
・勤続１年未満の者
・保育がで きる同居の家族がいる者
・週の所定労働日数が２日以下の者
・所定労働時間の全部が深夜にある者

対
象
労
働
者

○１回の請求につき１ヶ月以上６ヶ月以内
の期間
○請求できる回数に制限なし

期間

○開始の日の１ヶ月前までに 書面 (事業主
が認めた場合はＦＡＸ、メール可 )で請求

手続

・
回数

○要介護状態にある対象家族を介護する男
女労働者
＊但し、以下に該当する者を除きます。
・勤続１年未満の者
・介護ができる同居の家族がいる者
・週の所定労働日数が２日以下の者
・所定労働時間の全部が深夜にある者
○１回の請求につき１ヶ月以上６ヶ月以内
の期間
○請求できる回数に制限なし
○開始の日の１ヶ月前までに 書面 (事業主
が認めた場合はＦＡＸ、メール可 )で請求

【留意点】
①当該 制度 は労 働者 が法 律に 基づ き請 求で きる 権利 です が、労働 者が これ を容 易に 受け られ るよ うに する
ため 、制 度が あら かじ め就 業規 則等 に定 めら れる べき もの であ るこ とに 留意 して くだ さい (指 針)。
② 期間 雇用 者も 対象 労働 者で す。
③ 交替 制な どの 所定 内労 働の ほか に、 所定 外労 働と して 深夜 にか かる 場合 も制 限の 対象 です 。
④ 「事 業の 正常 な運 営を 妨げ る場 合」 は請 求を 拒む こと もで きま すが 、こ れに は通 常考 えら れる 相当
程 度の 努力 をし ても 代 替要 員が 確保 でき ない 場合 など に限 られ ます 。
⑤当 該制 度の 請求 をし たこ と、 又は 当該 制度 を利 用し たこ とを 理由 に解 雇そ の他 の不 利益 取扱 いを
する こと は禁 止さ れて いま す。
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育児のための所定労働時間短縮の措置

介護のための所定労働時間短縮 措置等

事業主は、３歳未満の子を養育する労働者
に労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮
する措置 (１日の所定労働時間を６時間とす
る措置を必ず含む)を講ずる義務があります。
また、下記の労使協定の３で除外された労
働者には代替措置として次のいずれかの措置
を講ずる義務があります。
・フレックスタイム制度
・時差出勤制度
・事業所内保育施設の設置運営等
・育児休業制度 (義 務 期間 を除 く )

事業主は、要介護状態にある対象家族を介
護する労働者に 、対象家族１人につき次の 措
置のいずれか を、利用開始から３年の間で２
回以上の利用を可能とする措置を 講ずる義務
があります
・所定労働時間短縮制度
・フレックスタイム制度
・時差出勤制度
・労働者が利用する介護サービスの費用
の助成等

○３歳未満の子を養育する男女労働者
(１日の所定労働時間が６時間以下の者、
日々雇用者を除く)
＊次の労働者は労使協定で除外できます。
１ 勤続１年未満の者
２ 週の所定労働日数が２日以下の者
３ 業務の性質又は業務の実施体制に照
らして、当該措置を講ずることが困
難と認められる業務に従事する者

対
象
労
働
者

○要介護状態にある対象家族を介護する男
女労働者(日々雇用者を除く)
＊次の労働者は労使協定で除外することが
可能です。
１ 勤続１年未満の者
２ 週の所定労働日数が２日以下の者

【留意点】
①当 該措 置は 事業 主が 必ず 制度 とし て講 じな くて はな らな い義 務で す。
②期 間雇 用者 も対 象労 働者 です 。ま た、 当該 制度 は夫 婦と も同 時期 に申 出で きま す。
③育 児の ため の所 定労 働時 間短 縮の 措置 は所 定労 働時 間を １日 ６時 間と する 措置 を設 けた 上で 、その
ほか 、１ 日の 所定 労働 時間 を７ 時間 とす る措 置等 労働 者の 選択 肢を 増や すこ とは 望ま しい こと です 。
④育 児の ため の所 定労 働時 間短 縮の 措置 は１ 日の 所定 労度 時間 が６ 時間 以下 の労 働者 は法 律上 対象 除
外で すが 、１ ヶ月 又は １年 単位 の変 形労 働時 間制 が適 用さ れる 労働 者に つい ては 、す べて の労 働日
の所 定労 働時 間が ６時 間以 下で ある 者が 対象 除外 です (平均し て６ 時間 以下 の者 を対 象除 外に はで
きま せん)。
⑤育 児の ため の所 定労 働時 間短 縮の 措置 の労 使協 定の ３で 除外 され る労 働者 の例 は指 針に 示さ れて い
ます 。基 本的 には 、労 使協 定の 内容 が尊 重さ れま すが 、そ の者 が所 定 労 働時 間短 縮の 措置 をと ると
業務 が成 り立 たな くな る客 観的 合理 的な 理由 が必 要で す。
⑥介 護の ため の所 定労 働時 間短 縮の 程度 は、 所定 労働 時 間 が８ 時間 の場 合は ２時 間以 上、 ７時 間の 場
合は １時 間以 上と なる よう な制 度が 望ま しい でし ょう 。
⑦措 置期 間中 の待 遇は 会社 の定 めに より ます 。不 利益 取扱 いに なら ない よう に適 切に 定め てく ださ い。
⑧措 置の 手続 きは 会社 の定 めに より ます 。就 業し なが ら育 児、 介護 を容 易に する こと がで きる よう 、
休業 制度 に準 じて 適切 に定 めて くだ さい 。
⑨当 該措 置の 利用 を申 出た こと 、又 は当 該措 置が 講じ られ たこ とを 理由 に解 雇そ の他 の不 利益 取扱 い
をす るこ とは 禁止 され てい ます 。

小学校就学前の子を養育する労働者の所定労働時間短縮等の措置

家族を介護するための所定労働時間短縮等の措置

事業主は、小学校就学前の子を養育する労
働者に関して、育児休業制度、所定外労働の
制限に関する制度、所定労働時間短縮の措置、

事業主は、その家族を介護する労働者に関
して、介護休業制度、所定労働時間短縮 等の
措置に準じて、その介護を必要とする期間、

- 6 -

フレックスタイム制等の措置に準じて、必要
な措置を講ずる努力義務があります。

回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義
務があります。

子を養育する労働者の配置に関する配慮

家族の介護を行う労働者の配置に関する配慮

事業主は、就業場所の変更を伴う配置の変
更において、就業場所の変更により就業しつ
つ子の養育を行うことが困難となる労働者が
いるときは、その子の養育の状況に配慮しな
ければなりません。

事業主は、就業場所の変更を伴う配置の変
更において、就業場所の変更により就業しつ
つ家族の介護 を行うことが困難となる労働者
がいるときは、その家族の介護の状況に配慮
しなければなりません。

【留意点】
①子 は小 学生 や中 学生 も含 まれ ます 。
②配 慮す るこ との 例と して 、その 労働 者の 子の 養育 又 は家 族の 介護 の状 況を 把握 する こと、労働 者本 人の
意向 を考 慮す るこ と、子 の 養育 又は 家族 の介 護の 代替 手段 の有 無の 確認 を行 うこ と等 が考 えら れま す（
指針 ）。

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
事業主は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント（※以下「ハラスメント
」と記載します。）について、以下の防止措置を講ずる義務があります。
○事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ハラスメントの内容、妊娠・出産等、育児休業等に関する否定的な言動が職場におけ るハラ
スメントの発生の原因や背景となりうること、ハラスメントが行 ってはならない旨の方針、
制度等の利用ができることを明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
 ハラスメントに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就
業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること 。
○相談（苦情含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 相談窓口をあらかじめ定めること。
 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。ハラスメントが現
実に生じている場合だけでなく、その発生の恐れがある場合や、ハラスメントに該当するか
否か微妙な場合であっても広く相談に対応すること。
○職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
 事実の有無にかかわらず再発防止に向けた措置を講ずること。
○職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置
を講ずること。
○併せて講ずべき措置
 相談者・行為者等のプライバシーを保護するための必要な措置を講じ、周知すること。
 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはな
らない旨を定め、労働者に 周知・啓発すること。
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【留意点】
①母性健康管理措置、育児・介護休業法に定められている諸制度又は措置等の利用や、女性労働
者が妊娠したこと、出産したこと等に関する言動により就業環境が害されるものがハラスメン
トに該当します。
②業務上の必要性に基づく言動（例：業務体制を見直すため、上司が育児休業をいつからいつま
で取得するのか確認すること、上司が妊婦に対して「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろ
うから、業務分担の見直しを行い、あなたの残業量を減らそうと思うがどうか。」と配慮する
。）はハラスメントには該当しません。
③

上記のほか、以下に取り組むことが望まれます。
●妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは他のハラスメントと複合的に生じることも
想 定 さ れ る こ と か ら 、あ ら ゆ る ハ ラ ス メ ン ト の 相 談 を 一 元 的 に 応 じ る こ と の で き る 体 制 を 整 備
すること。
●妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と
円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくと
いう意識を持つことを周知・啓発すること。

(注意) 労働者が妊娠したこと又は出産したこと、産前産後休業等 母性保護措置を受けたこと、
育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深
夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等を受けたことを理由として、解雇その他不利益取扱
いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています！

職業家庭両立推進者の選任
事業主は、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し
実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するよう努めなければなりま
せん。

紛争解決の援助制度
事業主及び労働者は、上記の法上の義務 (青囲み部分)について、事業主と労働者との間に
紛争が生じている場合は、①労働局長による援助、②調停委員による調停の援助を求めるこ
とができます。

〈お問合せ先〉

厚生労働省埼玉労働局雇用 環境・均等室
〒330－6016

さいたま市中央区新都心 11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ １６階
TEL048-600-6210
FAX048-600-6230
R３．１
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働く妊産婦・事業主・産婦人科医等の皆さまへ

母性健康管理指導事項連絡カード

を改正します！（令和３年７月１日適用）

令和３年３月31日付けで母性健康管理指導事項連絡カードの様式を改正し、７月１日から
適用します。

▶▶母性健康管理措置とは
● 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後１年以内の女性労働者が保健指導・健康
診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を
守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられて
います。
母性健康管理措置には、次のような措置があります。
●妊娠中の通勤緩和
●妊娠中の休憩に関する措置
●妊娠中または出産後の症状等に関する措置（作業の制限、勤務時間の短縮、休業等）
●また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置（※）として、妊娠中の女性労働
者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症へ
の感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、
主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置
を講じることを義務付ける措置があります。
（※適用期間は、令和２年５月７日から令和４年１月31日まで。）
※なお、妊娠中・出産後１年以内の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等を、主治医
等からの指導がなくても請求できます（労働基準法）。

▶▶母性健康管理指導事項連絡カード（母健連絡カード）とは
●事業主が、上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に
的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、
男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定めら
れています。
働く妊産婦の皆さま
主治医等から指導があった場合、指導事
項を的確に伝えるため母健連絡カードを
書いてもらい、事業主に提出しましょう。
働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト
「女性にやさしい職場づくりナビ」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

事業主の皆さま
母健連絡カードに記載された主治医等の
指導に基づき、適切な措置を講じなけれ
ばなりません。
女性労働者の母性健康管理のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisa
kunitsuite/bunya/koyou̲roudou/k
oyoukintou/seisaku05/index.html
1

厚生労働省

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

母健連絡カードの活用方法
母健連絡カードは、厚生労働省ホームページや「女性にやさしい職場づくりナビ」からダウン
ロードできます。
また、ほとんどの母子健康手帳にも様式が記載されています。

❶

妊娠中・出産後１年以内
の女性労働者

保健指導・健康診査
を受ける

❶

❷

❸
母健連絡
カードを提
出し、措置
を申し出る

産業医
産業保健
スタッフ等

❸

❹

相談

❹

主治医等

（健康診査等を行う
医師、助産師）

カード差し替え

人事労務担当者
管理者等

❹
指導事項に
基づき、
必要な措置
を講じる

❷

母健連絡カードに
指導事項を記載する

助言

企業

（事業主）

措置の具体的な内容は、産業医等の助
言に基づき、女性労働者と話し合って
定めることが望ましいものです。

表

■ 男女雇用機会均等法で、母性健康管理措置を求めたことやこれを受けたことを理由とする解雇等不利
益取扱いは禁止されています。
■ 職場でのいわゆるマタニティハラスメントには、母性健康管理措置を求めたことやこれを受けたこと
等を理由とするものも含まれ、事業主にはこれを防止するための措置を講じることが義務付けられてい
ます。

母性健康管理措置を講じてもらえない等のご相談は、以下へお願いします。

都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）
都道府県

電話番号

都道府県

電話番号

都道府県

電話番号

都道府県

北海道

011-709-2715

東

京

03-3512-1611

滋

賀

077-523-1190

香

川

087-811-8924

青

森

017-734-4211

神奈川

045-211-7380

京

都

075-241-3212

愛

媛

089-935-5222

岩

手

019-604-3010

新

潟

025-288-3511

大

阪

06-6941-8940

高

知

088-885-6041

宮

城

022-299-8844

富

山

076-432-2740

兵

庫

078-367-0820

福

岡

092-411-4894

秋

田

018-862-6684

石

川

076-265-4429

奈

良

0742-32-0210

佐

賀

0952-32-7218

山

形

023-624-8228

福

井

0776-22-3947

和歌山

073-488-1170

長

崎

095-801-0050

福

島

024-536-4609

山

梨

055-225-2851

鳥

取

0857-29-1709

熊

本

096-352-3865

茨

城

029-277-8295

長

野

026-227-0125

島

根

0852-31-1161

大

分

097-532-4025

栃

木

028-633-2795

岐

阜

058-245-1550

岡

山

086-225-2017

宮

崎

0985-38-8821

群

馬

027-896-4739

静

岡

054-252-5310

広

島

082-221-9247

鹿児島

埼

玉

048-600-6210

愛

知

052-857-0312

山

口

083-995-0390

沖

099-223-8239
2
098-868-4380

千

葉

043-221-2307

三

重

059-226-2318

徳

島

088-652-2718

縄

電話番号

（表）
母性健康管理指導事項連絡カード
年

事業主 殿

月

日

医療機関等名
医師等氏名

下記の１の者は、健康診査及び保健指導の結果、下記２〜４の措置を講ずることが必要であると認めます。
記

１．氏名 等
氏名

週

妊娠週数

２．指導事項
症状等（該当する症状等を○で囲んでください。）

分娩予定日

月

日

指導事項（該当する指導事項欄に○を付けてください。）

措置が必要となる症状等

標準措置

おそ

つわり、妊娠悪阻、貧血、めまい・立ちくらみ、

指導事項

入院加療

休
業

自宅療養

腹部緊満感、子宮収縮、腹痛、性器出血、

勤務時間の短縮

りゅう ふしゅ

腰痛、痔、静脈瘤、浮腫、手や手首の痛み、

身体的負担の大きい作業（注）

頻尿、排尿時痛、残尿感、全身倦怠感、動悸、

長時間の立作業
作業の制限

たん

頭痛、血圧の上昇、蛋白尿、妊娠糖尿病、
赤ちゃん（胎児）が週数に比べ小さい、
多胎妊娠（

年

胎）、産後体調が悪い、

腰に負担のかかる作業
寒い場所での作業
長時間作業場を離れること
のできない作業

妊娠中・産後の不安・不眠・落ち着かないなど、
合併症等（

同一姿勢を強制される作業

）

ストレス・緊張を多く感じる作業
（注） 「身体的負担の大きい作業」のうち、特定の作業について制限の必
要がある場合には、指導事項欄に〇を付けた上で、具体的な作業を
○で囲んでください。

標準措置に関する具体的内容、標準措置以外の必要な措置等の特記事項

３．上記２の措置が必要な期間

４．その他の指導事項

（当面の予定期間に〇を付けてください。）

（措置が必要である場合は○を付けてください。）

１週間（

月

日〜

月

日）

２週間（

月

日〜

月

日）

４週間（

月

日〜

月

日）

その他（

月

日〜

月

日）

妊娠中の通勤緩和の措置
（在宅勤務を含む。）
妊娠中の休憩に関する措置

指導事項を守るための措置申請書
上記のとおり、医師等の指導事項に基づく措置を申請します。

事業主 殿

年

月

日

所属
氏名
3

この様式の「母性健康管理指導事項連絡カード」の欄には医師等が、また、「指導事項を守るための措置申請書」の欄には女性労働者が記入してください。

（裏）
（参考）症状等に対して考えられる措置の例
症状名等

措置の例

つわり、妊娠悪阻

休業（入院加療)、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間作業場を離れることので
きない作業)の制限、においがきつい・換気が悪い・高温多湿などのつわり症状を増悪させる環
境における作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

貧血、めまい・立ちく
らみ

勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（高所や不安定な足場での作業）の制限、ストレス・
緊張を多く感じる作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

腹部緊満感、子宮
収縮

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同
一姿勢を強制される作業、長時間作業場所を離れることのできない作業）の制限、通勤緩和、休
憩の配慮 など

腹痛

休業（入院加療）、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

性器出血

休業（入院加療）、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

腰痛

休業（自宅療養）、身体的に負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業、
腰に負担のかかる作業） の制限 など

痔

身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業)の制限、休憩の配慮
など

静脈瘤

勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業)の
制限、休憩の配慮 など

浮腫

勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業（長時間の立作業、同一姿勢を強制される作業）の
制限、休憩の配慮 など

手や手首の痛み

身体的負担の大きい作業（同一姿勢を強制される作業）の制限、休憩の配慮 など

頻尿、排尿時痛、残
尿感

休業（入院加療・自宅療養）、身体的負担の大きい作業（寒い場所での作業、長時間作業場を離
れることのできない作業）の制限、休憩の配慮 など

全身倦怠感

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、休憩の配慮、
疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

動悸

休業（入院加療・自宅療養）、身体的負担の大きい作業の制限、疾患名に応じた主治医等から
の具体的な措置 など

頭痛

休業（入院加療・自宅療養）、身体的負担の大きい作業の制限、疾患名に応じた主治医等から
の具体的な措置 など

血圧の上昇

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置 など

蛋白尿

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限 など

妊娠糖尿病

休業（入院加療・自宅療養）、疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置（インスリン治療中
等への配慮） など

赤ちゃん（胎児）が
週数に比べ小さい

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

多胎妊娠
（
胎）

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊
張を多く感じる作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

産後体調が悪い

休業（自宅療養）、勤務時間の短縮、身体的負担の大きい作業の制限、ストレス・緊張を多く感じ
る作業の制限、通勤緩和、休憩の配慮 など

妊娠中・産後の不
安・不眠・落ち着か
ないなど

休業（入院加療・自宅療養）、勤務時間の短縮、ストレス・緊張を多く感じる作業の制限、通勤緩
和、休憩の配慮 など

合併症等
（自由記載）

疾患名に応じた主治医等からの具体的な措置、もしくは上記の症状名等から参照できる措置
4
など

事業主の皆さまへ

2021年度

両立支援等助成金のご案内

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、以下の取組を支援します!!

男性の育児休業取得を促進！

１

仕事と介護の両立支援！

２

介護離職防止支援コース

仕事と育児の両立支援！

３

育児休業等支援コース

職業生活と
家庭生活の
両立支援

出生時両立支援コース
（子育てパパ支援助成金）

※女性活躍加速化コース、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース、不妊治療両立支援
コースについては別パンフレットを参照ください。

１ 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的
休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。 ※ 支給額 < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額。
1人目の育休取得
個別支援加算

①

②

③

2人目以降の育休取得
個別支援加算
育児目的休暇の導入・利用

中小企業

中小企業以外

57万円<72万円>

28.5万円<36万円>

10万円<12万円>

5万円<6万円>

a 育休 ５日以上：14.25万円<18万円>
b 育休14日以上：23.75万円<30万円>
c 育休1か月以上：33.25万円<42万円>

a 育休 14日以上：14.25万円<18万円>
b 育休1か月以上：23.75万円<30万円>
c 育休2か月以上：33.25万円<42万円>

5万円<6万円>

2.5万円<3万円>

28.5万円<36万円>

14.25万円<18万円>

※生産性要件や、１事業主あたりの支給回数および中小企業の範囲など詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください（最終ページ参照）。

おもな
要件

①② 男性労働者の育休取得
●男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのため、★のような取組を行うこと。
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日 (中小企業は連続5日)以上の育児休業
を取得すること。
（※育児休業期間が５日以上１４日未満の場合は所定労働日が４日以上、育児休業期間が１４日以上の場合は所定労働日が９
日以上含まれていることが必要です。）

＜個別支援加算＞
●男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組
を実施した場合に支給します。
（注意）育児休業等支援コース（育休取得時・職場復帰時）との併給はできません。

③ 育児目的休暇の導入・取得
●育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知を行うこと。
●男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのため、★に準じた取組を行うこと。
●上記の新たに導入した育児目的休暇を、男性労働者が、子の出生前６週間から出生後８週間
の期間中に、合計して８日（中小企業は５日）以上所定労働日に対して取得すること。

★取組の例 ・全労働者に対して男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施する
・全労働者に対して男性の育児休業制度の利用を促進するための資料配布等を行う
厚生労働省・都道府県労働局

２ 介護離職防止支援コース
「介護支援プラン★」を作成し、プラン
に沿って労働者の円滑な介護休業の取
得・職場復帰に取り組み、介護休業を取
得した労働者が生じた、または介護のた
めの柔軟な就労形態の制度（介護両立支
援制度）の利用者が生じた中小企業事業
主に支給します。

中小企業事業主のみ対象

支給額
Ａ介護休業

休業取得時

28.5万円<36万円>

職場復帰時

28.5万円<36万円>

Ｂ介護両立支援制度

28.5万円<36万円>

Ｃ新型コロナウイルス
感染症対応特例

5日以上10日未満 20万円
10日以上 35万円

※A～Cいずれも１事業主１年度５人まで支給。

おもな
要件

A：介護休業
<休業取得時>
●介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ
労働者へ周知すること。
●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★
●プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計５日（所定労働日）以上の介護
休業を取得すること。
<職場復帰時>
※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である（休業取得時を受給していない場合申請不可）とともに、休業取得時の要件
かつ以下を満たすことが必要です。

●「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了前にその上司又は人事労務担当
者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの
間、雇用保険被保険者として３か月以上継続雇用していること。

B：介護両立支援制度（介護のための柔軟な就労形態の制度）
●介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労
働者へ周知すること。
●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★
●プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労
働者が合計20日以上（＊１，２を除く）利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申
請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度

・介護のための在宅勤務制度
・法を上回る介護休暇制度＊１
・介護のためのフレックスタイム制度
・介護サービス費用補助制度＊２

＊１，２ 利用期間が利用開始から６か月を経過する日の間に一定の要件をみたすことが必要

★介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成
する必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいま
せん。（※介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません）

C：新型コロナウイルス感染症対応特例
●介護のための有給休暇（新型コロナウイルス感染症対応）について、所定労働日を前提として
20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者
に周知すること。
●対象労働者が介護のための有給休暇（新型コロナウイルス感染症対応）を合計５日以上取得す
ること。
●対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

３ 育児休業等支援コース
Ⅰ

Ⅰ～Ⅲは中小企業事業主のみ対象
支給額

育休取得時・職場復帰時

「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑
な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働
者が生じた中小企業事業主に支給します。

A 休業取得時

28.5万円<36万円>

B 職場復帰時

28.5万円<36万円>

職場支援加算

19万円<24万円>
※「B 職場復帰時」に加算して支給

※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可。 ※A・Bとも１事業主２人まで支給（無期雇用労働者1人、
有期雇用労働者1人）

おもな
要件

A：育休取得時
●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労
働者へ周知すること。
●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★
●プランに基づき、対象労働者の育児休業（産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする
場合は、産前休業。）の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対
象労働者に、連続3か月以上の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、
産後休業を含む）を取得させること。

B：職場復帰時
※「A：育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。

●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実
施すること。
●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者
が面談を実施し、面談結果を記録すること。
●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの
間、雇用保険被保険者として６か月以上継続雇用していること。
●「職場支援加算」は、代替要員を確保せずに、業務の効率化、周囲の社員により対象労働者の
業務をカバーした場合に支給します。（「Ⅱ 代替要員確保時」との併給はできません。）

Ⅱ

支給額

代替要員確保時

育児休業取得者の代替要員を確保し、か
つ育児休業取得者を原職等に復帰させた
中小企業事業主に支給します。
おもな
要件

支給対象労働者１人あたり
有期雇用労働者の場合に加算

47.5万円<60万円>
9.5万円<12万円>

※１事業主あたり１年度10人まで支給。（５年間）

●育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
●対象労働者が３か月以上の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後
休業を含む）を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。
●対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険
被保険者として６か月以上継続雇用していること。

Ⅲ

支給額

職場復帰後支援

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が
特に困難な時期にある労働者のため、以下
の制度導入などの支援に取り組み、利用者
が生じた中小企業事業主に支給します。
おもな
要件

制度導入時

28.5万円<36万円>

制度利用時

A:子の看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間
B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3

※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか１回のみの支給。
制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から３年以内５人まで支給。
１事業主当たりの上限は、A：200時間<240時間>、B：20万円<24万円>まで。

●育児・介護休業法を上回る「A：子の看護休暇制度（有給、時間単位）」または「B：保育サー
ビス費用補助制度」を導入していること。
●対象労働者が１か月以上の育児休業（産後休業を含む。）から復帰した後６か月以内において、
導入した制度の一定の利用実績（A：子の看護休暇制度 は10時間以上（有給）の取得または
B：保育サービス費用補助制度は３万円以上の補助）があること。

New

Ⅳ

新型コロナウイルス感染症対応特例

小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする
労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を
整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給
します。

支給額

支給対象労働者１人あたり

5万円

※１事業主あたり10人まで支給。（上限50万円）

おもな
要件

●小学校等が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる
特別有給休暇制度（賃金が全額支払われるもの）について、労働協約または就業規則に規定し
ていること。
●小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み（次のいずれか）を社内に周
知していること。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度（時差出勤の制度）
・ベビーシッター費用補助制度 等

●労働者一人につき、特別有給休暇を４時間以上取得させたこと。
※特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。
詳細は厚生労働省HPに掲載しているリーフレット等をご参照ください。

中小企業の範囲  中小企業事業主の範囲は、以下のとおりです。
小売業（飲食業含む）

資本額又は出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下

サービス業

資本額又は出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下

卸売業

資本額又は出資額が１億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下

その他

資本額又は出資額が３億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下

生産性要件について
助成金を申請する事業所において、「生産性要件算定シート」を用いて計算された生産性の伸び率が、「生産性要件」を
満たしている場合、助成金の割増等を行います。詳細は厚生労働省HPをご覧ください。

※なお、事業所内保育施設コースについは平成28年4月から新規計画の認定申請受付を停止しています。
企業主導型保育事業（内閣府）による助成制度をご参照ください。
◎その他詳しい支給の要件や手続、生産性要件等については、厚生労働省HPをご参照いただくか、
申請する管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。
◎支給申請書や記載例は、厚生労働省HPからダウンロードできます。

両立支援等助成金 厚生労働省

検索

★「介護支援プラン」「育休復帰支援プラン」について
労働者の介護休業や育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。
・プランの作成の際には、厚生労働省HPに掲載している「介護支援プラン策定マニュアル」
「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。
・プラン策定のノウハウを持つ「介護プランナー」「育児プランナー」が中小企業に訪問
し、プラン策定支援を無料で行っています。詳細はHPをご覧ください。
厚生労働省 介護プランナー 検 索
2021年３月作成 リーフレットNo.４

事業主の皆さまへ

両立支援等助成金 育児休業等支援コース
「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子
どもの世話を行う労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年
次有給休暇を除く）を取得させた事業主は助成金の対象となります。

助成額

１人あたり５万円
１事業主につき10人まで（上限50万円）

主な支給要件
① 次のどちらも実施されていること。
（イ）小学校等（小学校、保育園、幼稚園など）が臨時休業等になり、それに
伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇（賃金が全
額支払われるもの）を取得できる制度の規定化。
（ロ）小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、
次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度（時差出勤の制度）
・ベビーシッター費用補助制度 等
② 労働者一人につき、①の（イ）に定めた特別有給休暇を４時間以上取得した
こと。
申請期間
特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。
特別有給休暇を取得した日

申請期間

令和３年４月１日～令和３年６月30日

令和３年４月１日～令和３年８月31日

令和３年７月１日～令和３年９月30日

令和３年７月１日～令和３年11月30日

令和３年10月１日～令和３年12月31日

令和３年10月１日～令和４年2月28日

令和４年１月１日～令和４年３月31日

令和４年１月１日～令和４年５月31日

申請先・問い合わせ先

本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部（室）
本助成金は事業所単位ではなく、事業主単位での申請となります。
◎その他詳しい支給の要件や手続については、厚生労働省ホームページをご参照いただくか、
管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。 厚生労働省 両立支援等助成金 検 索

