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ワークライフバランスって？

は じ め に

仕事と生活の調和
共に働き、共に健やかに・・・

職場でも、プライベートでも
充実した日々を目指しましょう！

Information office

○ 私たちに お問い合わせください

男女共同参画担当
総務部 人事課・労務課
各所属部局総務担当

お気軽にお問合せください

各種支援制度について
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－ も く じ －

このハンドブックに掲載の情報は、平成２６年４月１日現在のものであり、規則・規
程の一例を表したものです。制度の利用・取得に際しては総務部人事課・労務課、また
は所属部局の総務担当者にご相談ください。

（各 種 休 暇）
・ワークライフバランスに向けて活用できる各種制度があります

（結 婚）
・結婚したとき・・・・旧姓使用など

（妊娠・出産・育児）
・妊娠したとき・・・・・マタニティライフ
・出産・育児のプラン
・出産に向けて
・妻の出産を応援するには（男性教職員が取得できる休暇）
・各種給付があります
・育児開始時（「育児休業」・「パパ・ママ育休」ってなに？）
・復職後利用できる休暇（子の看護休暇があります）
・育児と仕事の両立支援制度（育児短時間勤務って？）
・育児を優先したいとき（育児のための就業時間配慮申請ができます）

（家族の介護）
・大切な家族に介護が必要なとき
・介護について相談したいとき

（男女共同参画）
・男女共同参画社会って何だろう？
・男女共同参画社会のイメージ図
・男女共同参画推進基本方針・次世代育成支援対策行動指針等

（ひとつ「働き方」を変えてみよう！）
・内閣府 男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室 「カエルジャパンキャンペーン」より

（おわりに・・・）
・育児休業などの休業前には各部局へご相談ください
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ワークライフバランスに向けて活用できる制度

各 種 休 暇
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ワークライフバランスに向けて活用できる
各種制度があります
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就業の免除

特別休暇 女性教職員向け

特別休暇 男性教職員向け

結婚休暇（5日間）

特別休暇 男女教職員向け

育児配慮制度 男性教職員向け

育児配慮制度 男女教職員向け

＜ 常勤教職員の場合 ＞
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介護休業（全日・時間）

介護休暇

介護のための時間外労働制限

介護のための深夜労働の制限

介護のための早出遅出勤務

年次有給休暇

人間ドック受診時間のみなし労働時間

病気休暇

生理休暇

選挙権公民権休暇

骨髄移植等休暇

官公署出頭休暇

忌引休暇

法事休暇

夏季休暇

災害復旧休暇

災害出勤困難休暇・災害危険回避休暇

ボランティア休暇

年次有給休暇 計画的に月1日以上利用しましょう。各自が計画どおりに利用できるよう周囲で配慮しましょう。

人間ﾄﾞｯｸ受診 文部科学省共済組合の福祉事業の一環で助成が受けられます。早目に予約申し込みをしましょう。

忌 引 休 暇 配偶者7日・父母7日・祖父母3日（原則）・兄弟姉妹3日。就業規則で詳細は確認しましょう。

法 事 休 暇 配偶者・父母・子の追悼のための法要等で取得できます。就業規則で詳細は確認しましょう。

健康診断受診 事業主の行う定期健康診断・事業主の指示で健診機関で受診する健康診断は勤務時間扱いです。

生 理 休 暇 女性教職員は、必要な期間取得が可能です。

夏季休暇を利用しましょう！ 計画年休制度と併用すると1週間を超える長期休暇の取得も可能です。
定時退勤日があります！ 毎週金曜日は定時退勤日です。週1回の【NO残業】ご協力お願いいたします。

就業規則等はガルーンから閲覧できます！ ガルーン＞規則集＞規則集Webシステム より検索してください。 6



結婚したとき

結 婚
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結婚したとき

～旧姓使用など～

＜結婚をしたときは＞
改姓・住所変更・本籍変更が伴うときは、次の手続きが必要となります。

① 履歴事項追記・変更願の提出が必要です。
戸籍抄本（コピーも可）を添 付してください。

② 現住所届も忘れずに提出してください。
③ 共済組合員証（健康保険証）・共済貯金・財産形成貯蓄・給与口座

長期組合員（年金関係）も改姓手続きが必要になります。

＜旧姓使用をしたいときは＞
旧姓使用申出書の提出が必要です！

旧姓使用申出書の提出には、添付書類は不要です。

提出先
改姓・旧姓使用に伴う各種届出は、所属の総務担当を経由し総務部各課へ
提出してください。

・総務課に提出 現住所届
・人事課に提出 履歴事項追記・変更願，旧姓使用申出書，共済関係

給与口座振込変更申出書、各種手当届出、身分証明書
・労務課に提出 財産形成貯蓄関係，社会保険関係
・財務課に提出 振込依頼書（旅費等の振込に使用）

結婚休暇（常勤職員対象）5日間があります。
文部科学省共済組合の「結婚手当金」の支給制度は平成26年3月末までで
終了しました。

旧姓使用ができるもの
職場での呼称、座席表、職員名簿、電話番号簿、
人事異動通知書、出勤簿、休暇簿、各種手当届出
事務手続き書類など

旧姓使用ができないもの
共済関係（組合員証、被扶養者申告書、各種給付金

請求書、人間ドックの申込みなど）
財産形成貯蓄関係
社会保険関係（厚生年金保険等・健康保険等）
給与口座名義

旧姓使用できないものは、速やかに氏名変更手続きが必要です。
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ライフイベント別に各種制度があります

妊娠・出産・育児
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妊娠したとき
～ﾏﾀﾆﾃｨﾗｲﾌ～

＜妊娠したときは＞
本学の就業規則では妊婦を応援する各種制度を設けています。

① 通勤緩和（1日において1時間を超えない範囲）
② 勤務時間内に休息や補食が行えます。

※ 母体・胎児の健康保持に影響がある場合にみなし労働時間を申請できます。
直属の上司に相談して、適宜申請してください。
みなし労働時間の申請は「その他休暇・みなし労働簿」で行ってください。
（通勤緩和の時間は非常勤職員は無給です。）

＜妊産婦が利用できる制度＞
妊娠中の女性に限らず産後1年以内の女性（妊産婦）を応援する各種

制度があります。

保健指導・健康診査
勤務時間内に母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けることができます。

みなし労働時間の申請は「その他休暇・みなし労働簿」で行ってください。

妊産婦に対する時間外労働、休日労働、深夜労働の免除
妊産婦は、時間外労働、休日労働及び深夜労働の免除を申請することができます。

妊産婦に対する変形労働（シフト勤務を含む）の免除
妊産婦は、変形労働（シフト勤務を含む）の免除を申請することができます。

期 間 保健指導・健康診査の受
診回数

備 考

妊娠満23週まで 4週間に1回
ただし、主治医等の指示
がある場合は、いずれの
の期間についても医師の
指示した回数を認めます。

妊娠満24週～週35週まで 2週間に1回

妊娠満36週～出産まで 1週間に1回

産後1年まで その間に1回
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出産・育児のプラン

妊娠がわかったら 妊娠後期（出産の前に） 復職の前に 復職してしばらくは

・妊娠について、早
目に上司に報告しま
しょう。

・保健指導・健康診
査のみなし労働時間
は、早目に申請しま
しょう。

・外部資金の研究等
は、担当者と連絡し
て早目に必要な事務
手続きを取りましょ
う。

・必要に応じて母性
健康管理指導事項連
絡カードを直属の上
司に提出しましょう。

不安なことは・・・
家族だけでなく、上
司・同僚にも相談し
ましょう。

・出産予定日は、あ
くまで目安です。
早目早目に身の回

りの整理・整頓を行
い、仕事もまとめて
おきましょう。

・委員会や担当業務
の引き継ぎは早めに
済ませておくと安心
です。

・産前産後の休暇、
育児休業、短時間勤
務など、申請が必要
です。

・休み中必要な情報
を得られるよう事前
に周囲の方にお願い
しておきましょう。

保育園など・・・
早目にリストアップ
しておきましょう。

・復職前に、上司や
周囲の人たちとしっ
かりと打合せを行い
ましょう。

・短時間勤務や早出
遅出勤務などを利用
する場合は、早目に
申請しましょう。

・子育て環境、家族
環境などを上司や同
僚に伝え、理解を得
ておく必要もありま
す。

育児環境を・・・・
保育園の入所手続き
はもちろん、子供の
病気時や、送迎の手
配など、様々な育児
サポートの情報を集
め、準備しておきま
しょう。

・復職後は、子供だ
けでなく、自分自身
の体調管理も大切に
しましょう。

復職後の覚悟・・・
復職後しばらくの間
は、子供の体調に左
右され思ったように
仕事ができない場合
もあります。

不安なことも多いと
思いますが、子の看
護休暇を利用したり、
短時間勤務や早出遅
出勤務を利用し、マ
イペースで育児と仕
事を両立させましょ
う。

次第に効率よく仕事
がこなせるようにな
ります。

本人が
すること

・妊娠について報告
を受けたら、今後の
仕事と生活のプラン
について話し合いま
しょう。

・妊娠の報告がしや
すい職場環境を整え
ておくことが大切で
す。

・休みに入るまでの
業務や講義の調整、
休み中の代替え等に
ついても、情報提供
をし、本人の希望を
確認し計画すること
が大切です。

母性健康管理指導ｶｰﾄﾞ

提出された場合は、
業務軽減などの措置
をとってください。

・危険業務、時間外
労働、休日労働、深
夜勤務などへの配慮
が必要です。

・他の教職員の業務
の配慮と併せ、早目
に仕事の割振りを済
ませましょう。

・育児休業の期間、
復職後の予定は、本
人とよく話し合いま
しょう。

・他の教職員と業務
が円滑に進むよう、
情報の共有をしま
しょう。

休み中の連絡・・・
職場の必要情報をお
知らせしておくと復
職がスムーズです。

・復職後の業務につ
いて本人の意向を確
認しましょう。

・育児休業の延長や
短時間勤務、早出遅
出勤務の制度利用の
希望についても確認
しましょう。

・周りの方との業務
配分バランスも考慮
しましょう。

・業務の整理や割振
りが重要になります。

・不公平感のないよ
うに仕事を割り振る
ことが大切です。

・復職後しばらくの
間は、仕事と育児の
両立で大きな負担が
かかる時期です。

・上司や周囲の方の
理解・支援が必要で
す。

上司や
周りの
人 々

茨城大学における男女共同参画推進等に関
する情報（教職員向け：学内限定）は以下
からご覧になれます。

http://kyodo-
sankaku.admb.ibaraki.ac.jp/index.htm 11



出産に向けて

＜産前休暇＞
出産予定日の６週間前（多胎児妊娠の場合にあっては14週間前）か

ら産前休暇を取得することができます。 《常勤：有給・非常勤：無給》

＜産後休暇＞
出産後（妊娠12週以後【妊娠85日以上】の分娩）8週間は母体保護の

ために就業してはなりません。ただし、産後6週間を経過し、医師が支
障がないと認めた場合は早期復帰が可能です。 《常勤：有給・非常勤：無給》

＜産前・産後休暇期間の共済組合等の掛金免除＞
平成26 年４ 月１ 日以降、産前・産後休暇を取得している教職員が、

共済組合等へ申し出ることにより休暇中の掛金が免除されるようになり
ました。 《常勤：文部科学省共済組合・非常勤：社会保険》

＜母子健康手帳の交付を受けましょう＞
母子保健法第15条では、妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出

をしなければならないとされています。
また、母子保健法第16条では、市町村は、妊娠の届出をした者に対し

て、母子健康手帳を交付しなければならないとされています。
妊娠の届出及び母子健康手帳の交付は、妊婦が行政の行う母子保健サ

ービスにつながる重要な手続きです。
妊婦にとっては、妊婦健康診査の受診券や補助券を受け取ったり、

様々な母子保健サービスを案内してもらったりするなどのメリットが
あります。

住民登録地の各自治体で母子健康手帳の交付を受けましょう。
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妻の出産を応援するには
~男性教職員が取得できる休暇~

妻の出産を応援しましょう

＜男性教職員が取得できる休暇＞

配偶者出産休暇
妻の出産に伴う入院もしくは退院の際の付き添い、出産時の付き添

いのために、配偶者の出産に係る入院等の日から、産後２週間以内に
最大２日間の特別休暇を取得することができます。 《常勤のみ：有給》

配偶者出産育児休暇
生まれた子への授乳、付き添い、上の子供の保育園への送迎等のた

めに、産前６週間～産後８週間の期間において最大５日間の特別休暇
を取得することができます。《常勤：有給・非常勤：無給》

以下より、厚生労働省「イクメンプロジェクト」のサイトが
ご覧になれます。

http://ikumen-project.jp/index.html

「イクメンプロジェクト」とは
☆ イクメンプロジェクトが掲げるスローガン

「育てる男が、家族を変える。社会が動く。」
☆ イクメンとは・・・

「子育てを楽しみ自分自身も成長する男性のこと。」
☆ 「イクメンプロジェクト」では社会全体で、男性がもっ

と積極的に育児に関わることが出来る一大ムーブメント
を巻き起こすべく、プロジェクトが推進されています。

ご存知ですか？
育メンサイト

茨城大学では
厚生労働省イクメンプロジェクトを応援しています。 13



各種給付があります

＜出産手当金＞
産前６週間（多胎児妊娠の場合にあっては産前14週間）、 産後8週間

の期間の無給期間（原則）について支給されます。
支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の２に相当する額です。
常勤教職員が該当する場合は文部科学省共済組合から、社会保険に加

入している非常勤教職員は全国健康保険協会より支給されます。

＜出産費＞
常勤教職員が出産したとき、又は常勤教職員の被扶養者が出産したと

きに文部科学省共済組合から支給されます。

＜出産育児一時金＞
非常勤教職員が出産したとき、又は非常勤教職員の被扶養者が出産し

たときに全国健康保険協会より支給されます。

＜出産費・出産育児一時金の支給金額＞
出産費・出産育児一時金とも支給金額は1児につき42万円が支給され

ます。 （産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産され
た場合は39万円となります。）

※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

★出産費等が受給できる出産とは★

出産とは、妊娠85日（4ヵ月）以後の生

産（早産）、死産（流産）、異常妊娠に
伴う人工妊娠中絶をいいます。帝王切開
等による分娩や、異常妊娠に伴う人工中
絶の場合、出産費用の他に療養の給付が
行われます。

正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、
療養の給付の対象になりません。

★産科医療補償制度加入の医療機関での出産★

産科医療補償制度は医療機関等が加入す
る制度です。加入医療機関で出産をされ
る際は、万一、分娩時の何らかの理由に
より重度の脳性まひとなった場合、子ど
もとご家族の経済的負担を補償する制度
ですので、制度加入の医療機関での出産
をお勧めします。
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★出産費の直接支払制度・受取代理制度について★

出産費の直接支払制度とは、出産にかかる費用に、支給される
出産費や出産育児一時金を充てることができるよう、共済組合や
協会けんぽからの支給金を医療機関等に直接支払う仕組みです。
直接支払制度を利用することで、家計への負担が緩和されます

ので、制度をご利用されることをお勧めします。
なお、直接、医療機関等に出産費が支払われることを希望しな

い方は、出産後に共済組合や協会けんぽ支部に申請し、各種支給
金を受け取る方法をご利用いただくことも可能です。

※ 受取代理制度とは、直接支払制度では、事務的負担や資
金繰りへの影響が大きいと考えられる施設（年間の分娩件
数が100件以下、または収入に占める正常分娩にかかる収
入の割合が50％以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助
産所）については、医療機関等が支給金の受給者に代わっ
て各種支給金を受け取る制度です。

○出産費用が42万円未満の時は・・・

直接支払制度や受取代理制度を利用した場合に実際に出産に要した費用が42万円
未満の場合、差額を支給金として請求することができます。

○常勤教職員の方へ・・・

平成26年4月以降、出産したときに出産費のほかに、出産費附加金（被扶養者が出

産したときは家族出産費附加金）が文部科学省共済組合から支給されることになり
ました。

○出産に関する給付金の申請に関するお問い合わせは・・・

常勤教職員（文部科学省共済組合へ申請）・・・人事課共済係（内線：8033）
非常勤教職員（全国健康保険協会へ申請）・・・労務課職員福祉係（内線8015）

お気軽にお問い合わせください。
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＜育児休業給付金＞
教職員が育児休業をしたとき、以下の条件を満たした期間について支

給されます。
① 1歳（保育園に入所できないなどの場合は1歳６か月）未満の子を養育する

ため育児休業を取得したとき。
② 育児休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が、通算で12か月

以上あるとき。
③ 任期付教職員の場合は、①②に加えて本学で1年以上雇用が継続しており、

子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれており、
かつ、任期満了の日が子の2歳に達する日より後であること。

育児休業給付金の支給額

☆ 育児休業給付金の支給額は、法改正がありました！
育児休業を開始後から180日の期間に対し、支給割合が拡大されました。180日経過後は、

従前の支給額で支給されます。

休業開始180日までの育児休業給付金の支給額

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × ６７％
従前の育児休業給付金の支給額

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × ５０％

☆ 育児休業給付金は、休業開始日前６か月間の賃金合計から平均賃金を算出し、
給付割合を乗じた額です。

☆ 給付金は２か月分がまとめて支給されますので、月収約２５万円の方の１回

あたりの支給金額は、６７％時で約３３万円、５０％時で約２５万円です。

育児休業給付金支給期間の延長

保育所の入所希望が叶わないなどの特別の理由により育児
休業を延長する場合は、子が1歳6か月に達する前日までの
期間、育児休業給付金の支給対象となります。

産前産後休暇・育児休業期間中の共済掛金と社会保険料

産前産後休暇中（平成26年4月1日法改正）、及び育児休業期間中の共済掛金（非
常勤職員は社会保険料）が免除されます。また、3歳未満の子を養育されている方
で、短時間勤務等により標準報酬額が低下した場合は、本人の申し出により従前
の標準報酬額で、将来の年金額に反映できる制度があります。

★ 詳しくは、常勤教職員:人事課共済係(内線8333) 非常勤教職員:労務課職員福祉係(内線8015)へお問い合わせください。

○育児休業給付金の申請に関するお問い合わせは・・・

常勤教職員・非常勤教職員とも ・・・労務課職員福祉係（内線8015）
お気軽にお問い合わせください。
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父母がともに育児休業をしている場合、（夫婦同時取得の期間
があってよい）1歳2か月に達するまで育児休業が取得できる制
度です。パパ・ママ育休プラスとなる育児休業の場合、1歳2か
月まで育児休業給付金が受けられます。（ 大1年間）

育児開始時
～「育児休業」・「パパ・ママ育休」ってなに？～

＜育児休業を利用しましょう＞
育児休業は、女性教職員だけではなく、男性教職員も利用することが

できます。

○育児休業 Q&A
Q. どのぐらい取得できますか？

A. 子が3歳に達するまで（誕生日の前日まで）です
★ 非常勤教職員は原則子が1歳に達するまでです

（パパ・ママ育休利用は1歳2か月、特別な理由があるときは1歳6か月まで）

Q. 勤続年数に関係なく取得できますか？

A. 常勤（無期雇用）教職員はいつでも取得できます
★ 常勤（任期付）教職員、非常勤教職員は一定の継続勤務、雇用契約の確約が必要です。

・採用後1年以上であること
・子が1歳に達するまで雇用契約があること
・復職後子が2歳になるまで雇用契約があること

※ 常勤（任期付）教職員、雇用期間が1年未満、または申請日から1年以内に雇用関係が
終了することが明らかな場合は、育児休業はできません。

Q. 何回でも取得できますか？

A. 1人の子に対し原則1回です（特別な理由がある場合に限り再取得可）

Q. 期間の延長はできますか？

A. 特別の理由があるときは1回に限り可能です
（ 保育所へ入所できないときなど、）

Q. 夫婦交代で取得はできますか？

A. パパ・ママ育休の利用や、常勤教職員は育児休業計画書を提出すること
で、夫婦交代で取得することができます
（1回目の育児休業終了から2回目の育児休業開始まで、3か月以上の期間経過が必要）

★ 非常勤教職員は、上手にパパ・ママ育休を利用しましょう

Q. いつまでに申請すればいいですか？

A. 育児休業開始日の1か月前までに申請（特別な理由がある場合は1週間前まで）

法律のおはなし

パパ・ママ
育休プラス
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男性教職員は配偶者の産後休暇に合わせてぜひ育児休業を！

出産した母親の身体が、出産以前の状態に戻るには、およそ6～8週間の期間を
要します。この期間の母親には本来十分な休息が必要なのですが、赤ちゃんの生
活リズムが整わない期間でもあり、多くの母親は睡眠不足になりがちです。

近年は核家族化が進み、おじいちゃんおばあちゃんが育児サポートができる恵
まれた環境でない方々も多いはず・・・。

「8週間」は長く感じるかもしれませんが、お子さまが成人するまでの20年と比
べた時には、ほんの一瞬の時間かもしれません。

育児休業を利用して、家族孝行してみませんか。

★ 育児休業の取得について・・・詳しくは、労務課職員福祉係(内線8015)へお問い合わせください。
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復職後利用できる休暇
～子の看護休暇があります～

＜子の看護休暇＞
復職して間もなくは、新しい 環境に慣れないことも影響して、お子さ

まの体調が優れないことがあるかも知れません。
「子の看護休暇」は、働きながら子を養育する労働者を支援するために、設

けられている制度で、小学校就学前の子を養育する方が申請できます。
お子様の負傷や疾病に限らず、予防接種や健康診断でも取得が可能です。
育児休業をした教職員に限らず、小学校就学前の子を養育する方は取得でき

ます。 《常勤：有給・非常勤：無給》

（取得できる日数）
対象となる子が1人の場合・・・・・1年度に5日を限度として取得可能
対象となる子が2人以上の場合・・・1年度に10日を限度として取得可能

（取得の申請について）
申請は「その他休暇・みなし労働簿」で行ってください。

＜育 児 時 間＞
1歳に達しない子を育てる教職員は、授乳や保育所の送迎等のために

利用できる休暇です。

1歳に達しない子を育てる教職員は、1日2回･各々30分以内の時間（教職員
以外の親が同じ日に育児時間を取得する場合は、2人の取得合計が1日あたり
60分以内の時間）特別休暇等を取得することができます。

２回に分割しなくても、１回に一括して請求することも可能です。取得時
間帯も特に規定されていません。お子さまの生活リズムに合わせ、上手に活
用してください。

《常勤：有給・非常勤：無給》

★ 子の看護休暇・育児時間の取得について・・・詳しくは、労務課労務企画係(内線8578)へお問い合わせください。 20



育児と仕事の両立支援制度
～育児短時間勤務って？～

＜育児短時間勤務＞
本学では育児のための短時間勤務制度が以下の期間利用できます。

常勤教職員 ： 子が小学校就学前まで
非常勤教職員： 子が3歳になった後、最初の3月31日まで

○育児短時間勤務 Q&A
Q. どんな勤務形態がありますか？

A. 大きく分けて2種類あります。
(1) 1日当たりの労働時間を 6時間として週 5日間の勤務
(2) 1日当たりの労働時間を 7時間45分以下として、 1週当たり20時間

から35時間までの範囲内で、週 3日間以上 5日間以下の勤務
★ 就業規則に定める休日を変更することはできません。
★ 1日の勤務時間が6時間以下のパートタイム職員は育児短時間勤務制度の利用は

できません。

Q. 勤続年数に関係なく取得できますか？

A. 常勤（無期雇用）教職員はいつでも取得できます。
★ 非常勤教職員は、各事業所の労使協定の締結に基づき次の方は取得できません。

①雇用期間が1年未満の者
②1週間の所定労働日数が2日以下の者

※ 常勤（任期付）教職員は、雇用期間が1年未満、または申請日から1年以内に
雇用関係が終了することが明らかな場合は、育児短時間勤務はできません。

Q. 何回でも取得できますか？

A. 再度の取得も可能です。
★ 期間の延長もできますから、短時間勤務の終了日以前に（なるべく早目に）今後

の育児の状況、短期間勤務の必要性など、所属の管理監督者に相談し、計画的に
制度を利用しましょう。

Q. 複数年取得するときは年度ごとに何か手続きが必要ですか？

A. 1事業年度ごとに「育児短時間勤務計画表」の提出が必要です。
★ 次年度開始1か月前までに提出が必要です。なるべく早めに、今後の育児の状況、

短期間勤務の必要性など、 所属の管理監督者に相談し、計画的に制度を利用し
ましょう。

21



Q. 短時間勤務をしたとき、お給料はどうなりますか？

A. 勤務しなかった時間について減額されます。

Q. 期末手当や勤勉手当、退職金はどうなりますか。

A. 1日5時間45分以上（週28時間45分以上）、かつ週5日間の勤務により
短時間勤務を行うか、行わないかで 制度適用が異なります。

１．1日5時間45分以上（週28時間45分以上）、かつ週5日間の勤務により育児短時間
勤務をした場合

・期末手当は減額調整されません。
・勤勉手当は育児短時間を行った期間が90日を超える場合は減額調整があります。
・退職金支払時における在職期間の調整はありません。

２．上記１より少ない勤務時間、または少ない勤務日数で育児短時間勤務をした場合
・期末手当、勤勉手当とも減額調整されます。
・退職金支払時における在職期間の除算調整があります。
・各種手当等も計算式を用いて調整されます。

※ 上記は、常勤教職員の場合です。非常勤教職員も別途調整があります。
詳細については、常勤職員の場合は「育児休業等規程」、非常勤職員の場合は
「有期雇用職員等育児休業・介護休業規程」で確認してください。

Q. 育児短時間勤務期間中の所定時間外の労働はどうなりますか？

A. できる限り所定時間外の勤務は命令しないようにお願いします。
★ 緊急時や業務繁忙期で、やむを得ない事情もあるかもしれませんが、ご協力をお願
いいたします。

（参考）
育児短時間勤務を行っている教職員が行った所定時間外労働における割増賃金は、
1日の労働時間の合計が7時間45分を超えた場合に、100分の125を乗じて支給され
ます。
（7時間45分以内の場合は、100分の100で支給されます。7時間45分を超えなく

ても、深夜に勤務した場合は別途100分の125を乗じます。）

※ 上記は、常勤教職員の場合です。非常勤教職員も別途調整があります。
詳細については、常勤職員の場合は「育児休業等規程」、非常勤職員の場合は
「有期雇用職員等育児休業・介護休業規程」で確認してください。

なお、深夜労働の割増賃金に関する規定は、災害時等の緊急時に勤務命令をせ
ざるを得ない場合等に備えて整備されている規定です。

★ 育児短時間勤務の申請について・・・詳しくは、労務課職員福祉係(内線8015)へお問い合わせください。
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育児を優先したいとき
～育児のための就業時間配慮申請ができます～

＜育児のための早出遅出勤務＞
小学校就学前の子を養育する教職員や、小学校就学後も学童保育に通

う小学生の子の送迎がある教 職員は、１日あたりの勤務時間を変更する
ことなく、始業・終業の時間 を変更する制度があります。

始業時刻、終業時刻は以下の範囲内で変更することができます。

常勤教職員
始業時刻 午前 ７時００分以降 ～ 午前１０時００分以前
終業時刻 午後 ３時３０分以降 ～ 午後 ７時００分以前

非常勤教職員
始業時刻 午前 ８時００分以降 ～ 午前１１時００分以前
終業時刻 午後 ２時００分以降 ～ 午後 ６時００分以前

※ 早出遅出勤務に関する問い合わせは労務課職員福祉係（内線：8015）まで

＜その他利用できる学内の就業時間配慮制度＞

就業時間配慮制度 制 度 の 概 略

育児のための所定外労働の免除
3歳に満たない子を養育する教職員は、所定外労働の免
除・休日労働の免除を請求できます。

育児のための時間外労働の制限
小学校就学前の子を養育する教職員が、時間外労働の制
限（1か月24時間、1年150時間以内）を請求できます。

育児のための深夜労働の制限
小学校就学前の子を養育する教職員が、深夜（午後10時
～午前5時）までの労働の制限を請求できます。

※ 学内の就業時間配慮各種制度の請求に関する問い合わせは、労務課労務企画係
（内線：8578）まで
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大切な家族の介護のために

家族の介護
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大切な家族に
介護が必要なとき

＜介護休業が取得できます＞
２週間以上にわたり、あなたのご家族が常時介護を必要とする場合に

介護休業を取得することができます。
常勤教職員 ： 対象家族の１つの要介護状態ごとに連続する186日まで
非常勤教職員： 対象家族の１つの要介護状態ごとに連続する 93日まで

○介護休業 Q&A
Q. 対象家族の範囲を教えてください。

A. 次の家族が該当します。
(1) 配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む・以下同じ）

(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹であって教職員と同居している者
(6) 父母の配偶者であって教職員と同居している者
(7) 配偶者の父母の配偶者であって教職員と同居している者
(8) 子の配偶者であって教職員と同居している者
(9) 配偶者の子であって教職員と同居している者

(10) その他学長が認めた者

★ (1)～(9)以外の家族のうち、各事業所の労使協定により対象家族となっている者等
が(10）に該当します。

Q. 勤続年数に関係なく取得できますか？

A. 常勤（無期雇用）教職員はいつでも取得できます。
★ 非常勤教職員は、各事業所の労使協定の締結に基づき次の方は取得できません。

①雇用期間が1年未満の者
②申出日から「９３日以内」に雇用関係が終了することが明らかな者
③1週間の所定労働日数が2日以下の者

※ 常勤（任期付）教職員は、雇用期間が1年未満、または申請日から93日以内に
雇用関係が終了することが明らかな場合は、介護休業を取得できません。

Q. 時間単位で取得できる介護休業はありますか？

A. 時間単位で取得できる介護休業があります。
★ 介護休業は以下の2種類に分かれています。

①介護全日休業・・・1日（全日）を単位として取得できる介護休業です。
②介護時間休業・・・1時間を単位として取得できる介護休業です。

1日につき、連続した4時間（始業から4時間、または
終業前4時間）が取得できます。 25



Q. 介護休業期間中は賃金は支払われますか？

A. 勤務しない時間は賃金が減額されます。
★ 勤務しない1時間につき1時間あたりの賃金額が減額されます。

Q. 期末手当や勤勉手当は減額されますか？

A. 常勤教職員（任期付教員を含む）、有期雇用職員には減額されることな
く支払われます。

Q. 退職金はどのように算定されますか？

A. 常勤教職員（任期付教員を含む）は勤務したものとして算定されます。
★ 有期雇用職員は勤務しなかったものとしてみなされます。

Q. 共済組合の掛金や社会保険料の免除はありますか？

A. 共済組合の掛金や社会保険料の免除はありません。

Q. 雇用保険等からの給付金はありますか？

A. 支給対象となる家族の同一の要介護状態につき1回の介護休業期間（介
護休業開始日から 長3か月間）に限り受給可能です。

★ 雇用保険の給付は対象家族 (1)～(5)に対する介護休業の場合に該当します。
ただし、（5)の対象家族は扶養していることが条件となります。

★ 常勤教職員は、雇用保険から給付金が支給されない対象家族 (5)であっても扶養して
いない場合、対象家族(6)～(9)に対する介護休業について、共済組合からの給付が受

給できます。
★ 常勤職員は対象家族(10)に対する介護休業、非常勤教職員は、対象家族 (5)であって

も扶養していない場合、及び(6)～(10)に対する介護休業では、介護休業給付金などの
受給はできません。

★ 対象家族が、負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、 2週間以上にわた
り常時介護（歩行、排せつ、食事等の日常生活に必要な便宜を提供すること）を必要
とする状態にある家族の介護が対象となります。

★ 同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護
状態が異なることにより、再び介護休業をした場合も給付金の対象となります。
ただし、前回受給した介護休業給付金の日数と通算して、93日分を限度として受給す
ることができます。

★ 給付金の支給額
休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × ４０％

Q. 介護時間休業を取得したときには雇用保険からの給付金は受給できますか？

A.受給できる場合とできない場合があります。

４０％以下の場合・・・賃金月額の４０％相当額が
受給できます。

４０％を超えて
８０％未満の場合・・・賃金月額の８０％相当額と

賃金の差額が受給できます。

８０％以上の場合・・・受給できません。

賃金が
休業開始時賃金日額×支給日数

の

★ 介護休業の申請について・・・詳しくは、労務課職員福祉係(内線8015)へお問い合わせください。
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＜介護のための早出遅出勤務＞
要介護状態の家族の介護をする教職員は、１日あたりの勤務時間を変更すること

なく、始業・終業の時間 を変更する制度があります。
始業時刻、終業時刻は以下の範囲内で変更することができます。

常勤教職員
始業時刻 午前 ７時００分以降 ～ 午前１０時００分以前
終業時刻 午後 ３時３０分以降 ～ 午後 ７時００分以前

非常勤教職員
始業時刻 午前 ８時００分以降 ～ 午前１１時００分以前
終業時刻 午後 ２時００分以降 ～ 午後 ６時００分以前

※ 早出遅出勤務に関する問い合わせは労務課職員福祉係（内線：8015）まで

＜介護休暇＞

「介護休暇」は、働きながら介護をする労働者を支援するために、設けられ
ている制度です。

大切な家族が急に介護を必要とする場合、介護休業より手軽に利用できます。
《常勤：有給・非常勤：無給》

（取得できる日数）
要介護状態の家族が1人の場合・・・・・1年度に5日を限度として取得可能
要介護状態の家族が2人以上の場合・・・1年度に10日を限度として取得可能

（取得の申請について）
申請は「その他休暇・みなし労働簿」で行ってください。

＜その他利用できる学内の就業時間配慮制度＞

就業時間配慮制度 制 度 の 概 略

介護のための時間外労働の制限
要介護状態の家族を介護する教職員が、時間外労働の制
限（1か月24時間、1年150時間以内）を請求できます。

介護のための深夜労働の制限
要介護状態の家族を介護する教職員が、深夜（午後10時
～午前5時）までの労働の制限を請求できます。

※ 学内の就業時間配慮各種制度の請求に関する問い合わせは、労務課労務企画係
（内線：8578）まで
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介護について相談したいとき

項目 問い合わせ先等 サービス詳細

介護情報ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ
MY介護の広場

http://www.my-kaigo.com/

各地区の相談窓口検索、老人
ホームの選び方、介護の悩み、
子ども向けコーナーまで情報
満載です

KKR
介護相談ダイヤル

0120-556-860

年中無休・9時から21時まで

国家公務員共済組合連合会
（KKR）の、介護に関する情

報提供を行うため、介護に関
する総合相談窓口

･介護に関する疑問や悩みの相談
･介護保険制度についての相談
･介護施設・医療機関の情報提供
･介護サービスのご案内、取次ぎ
･有料老人ホームのご案内、取次ぎ
･福祉用具の割引販売取次ぎ
･介護関連パンフレットの無料送付
･介護関係講座の受講料割引
･人間ドック・ＰＥＴ検査の割引案内
･その他、介護に関する各種相談

厚生労働省
介護事業所検索

http://www.kaigokensaku.jp/

全国約１７万か所の「介護
サービス事業所」の情報が検
索・閲覧可能。

「事業所・施設選び」の支援
サービス。

まずは、地域の介護相談窓口を探しましょう

介護に関するさまざまなサービスを上手に利用するには、まず地域（各市町村）
の介護相談窓口（地域包括支援センター）に相談するとよいでしょう。

介護サービスを利用するには、要介護認定を受けるなどの手続きが必要となりま
す。

○主な相談窓口等

28



男女共同参画について知ろう

男女共同参画
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「男女共同参画社会」
って何だろう？

男女共同参画社会とは
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女
が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、
共に責任を担うべき社会」です。（男女共同参画社会基本法第2条）

内閣府男女共同参画局ホームページより
http://www.gender.go.jp/about_danjo/society/ 30



男女共同参画社会の
イメージ図

内閣府男女共同参画局ホームページより
http://www.gender.go.jp/about_danjo/society/ 31



男女共同参画推進
基本方針

（平成23年7月23日 国立大学法人茨城大学男女共同参画推進委員会）

男女共同参画推進宣言（平成21年2月19日）の内容に基づき、基
本方針を以下のとおり制定する。
①「教育・研究・就業の場における男女平等の推進」

互いの自主性と自律性を尊重しつつ、性別に関係なくその能力をいかんなく発揮すること

②「大学運営における意志決定への男女共同参画の推進」
大学の方針等の決定過程に共同で参画すること

③「教育・研究・就業と家庭生活との両立支援」
家族の一員としての役割を果たすための家庭と職場の両立

④「男女共同参画に関する啓発活動と教育研究の推進」
環境整備や意識改革を進める必要

⑤「地域社会・国際社会との連携を通じての男女共同参画の推進」

（参 考）

男女共同参画社会基本法（平成十一年六月二十三日法律第七十八号）
（男女の人権の尊重）

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けない
こと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなけ
ればならない。

（社会における制度又は慣行についての配慮）
第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による 固定的な役割分担等を反映して、

男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響 を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因とな
るおそれがあることに かんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影 響をでき
る限り中立なものとするように配慮されなければならない。

（政策等の立案及び決定への共同参画）
第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団

体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の

家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよう
にすることを旨として、行われなければならない。

（国際的協調）
第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会

の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 32



次世代育成支援対策推進法第12条の規定に基づく

国立大学法人茨城大学行動計画
平成2 3年1 0月2 4日 学長決定

次世代育成支援対策推進法（ 平成15年法律第120号） 第12条の規定に
基づき、国立大学法人茨城大学に勤務する教職員等が仕事と子育てを両立
し、その能力を十分に発揮できるよう雇用環境を整備するため、次のとお
り行動計画を策定する。

１ 計画期間
平成2 3年4月1日から平成28年3月31日までの5年間

２ 基本方針
仕事と子育ての両立に資する既存の制度を有効活用するとともに、教職員等
の要望の把握に努め、既存の制度の改善及び新たな制度の創設を検討する。

３ 内 容
（ 育児関係休暇）

目 標 育児関係休暇取得について周知徹底し、促進を図る。
〈対 策〉

・仕事と子育ての両立を支援するため、利用できる諸制度の内容を、教職員に説明・周知をし、
ワークライフバランスに対する理解を促す。

・男性職員の育児関係休暇の取得率の向上に努める。

（ 男女共同参画推進関係）
目 標 仕事と子育てを両立するための職場環境を充実するための取り組みを実施する。

〈対 策〉
・男女共同参画推進委員会を活用して、教職員の意見を収集のうえ、職場環境の充実を図る。
・設置された「男女共同参画推進室」学内に周知し、活用を図る。

（ 時間外労働の削減）
目 標 所定外労働時間縮減のための取り組みを推進する。

〈対 策〉
・管理監督者に対し過重労働の危険性について意識啓発を図る。
・定時退勤日の取り組みを推進するため、管理監督者及び職員に対して

周知徹底、啓発を行う。
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国立大学法人茨城大学

男女共同参画推進委員会規則
(平成21年3月31日規則第34号) 

(趣旨)
第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の精神を踏まえ、国立大学法人茨城大学(以下

「本学」という。)における男女共同参画を推進するため、本学に国立大学法人茨城大学男女共同
参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)

第2条 委員会は、学長の諮問に応じ、本学における男女共同参画の推進方策について総合的に審議
する。

2 委員会は、学長の命を受け、本学における男女共同参画の推進方策を実施する。
(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事・副学長(学術担当)
(2) 各学部長が推薦した各学部の教員 各1人
(3) 総務部長
(4) 学長が指名する教職員 若干人
(5) 事務局長が推薦した職員 若干人

2 前項第2号、第4号及び第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第2号及び第5号に掲げる委員を推薦する各学部長及び事務局長は、女性教職員を推薦する

よう努めるものとする。
(任期)

第4条 前条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、理事・副学長(学術担当)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
る。

(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部人事課及び労務課において処理する。

(雑則)
第9条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

34



カエルジャパンキャンペーンより

ひとつ働き方をかえてみよう！
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あなたも働き方を変えてみませんか？
～ワークライフバランスのために～

「カエル！ジャパン」キャンペーンについて
－仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）推進のための国民運動－

基本的な考え方

さまざまな理由で、仕事と生活が両立しにくい現代。しかし、理想は、『国民一人ひとりが
やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たしながらも、家庭や地域生活などと
いうさまざまな場において、また、子育て期や中高年期といった人生のさまざまな段階に応じ
て、多様な生き方が選択・実現できる社会』です。

そのためには、各企業や働く人たちはもちろん、国や地方公共団体が連携し、社会全体で取り
組んでいくことが欠かせません。

平成19年12月18日、関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表により構成される

「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました（平成
22年6月改定）。

「憲章」及び「指針」に基づく取組を加速するため、平成20年1月、内閣府に「仕事と生活
の調和推進室」が設置されました。推進室では、平成20年度をいわば「仕事と生活の調和元

年」と位置づけ、個々の取組の支援とそのネットワークの構築を推進するとともに、「憲章」
と「指針」を一人でも多くの方に理解していただき、社会全体での取組を推進するため、ポー
タルサイトの開設や連続シンポジウムの開催などを、「国民運動」の一環として展開してきた
ところです。

この国民運動を一層効果的に推進するため、「カエル！ジャパン」というキーワードの下、
シンボルマーク・キャッチフレーズを作成し、集中キャンペーンを実施しています。

「カエル！ジャパン」キャンペーンを通じて、企業、働く方、国・地方公共団体の各主体

はもちろんのこと、広く国民の皆様の取組への気運を醸成し、仕事と生活の調和の実現した社
会に向けて、その取組を加速してまいります。

内閣府 男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室
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「カエル！ジャパン」キャンペーンの取り組み事例

１．定時退勤の促進を行う
金曜日の定時退勤の促進メールの配信など

２．朝ＴｏＤｏリストを作ってみる
個人でも、係単位でもいいので、業務の見える化をしてみるなど

３．会議や打ち合わせの終了時刻を決めてみる
「今日の会議は1時間で終了」思い切って会議開始前に宣言して
目標タイムどおりに進行してみるなど

４．ワークライフバランスの促進活動を積極的に行う
就業規則等の制度を理解し、ワークライフバランス向上のための
各種制度を積極的に周知し仕事と家庭の両立支援を図るなど

一人ではできないことも、教職員が協力し意識を少しだけ変えることで、働きやすくなるか

もしれません。

仕事ばかりにならず、年次有給休暇を上手に取得しリフレッシュしたり、定時退勤日のア

フター５の時間を家族や友人、職場の同僚などと楽しく過ごすことで、次の週の仕事に元気に

取り組むことができることでしょう。

茨城大学では

「カエル！ジャパン」キャンペーンに参加しています。
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各種相談窓口

おわりに・・・
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育児休業などの取得前には
各部局へご相談ください

事項 担当窓口 内線 備考

休職に関すること
総務部人事課
人事課長補佐

（水戸）
８０１２

休職中に出産予定となったとき

サバティカルに関す
ること

総務部労務課
職員福祉係

（水戸）
８０１５

サバティカル期間中に出産予定
となったとき

兼業に関すること
総務部労務課
職員福祉係

（水戸）
８０１５

兼業期間中に出産予定となった
とき

科研費に関すること
学術企画部
企画課研究協力係

（水戸）
８０１０

科研費の研究者、研究分担者と
なっている場合や交付内定があ
る場合に、出産予定がわかった
とき

共同研究や受託研究
に関すること

学術企画部
社会連携課産学連携係

（日立）
５００５

共同研究や受託研究の研究者、
研究分担者となっている場合や
契約内定となっている場合に、
出産予定がわかったとき

＜休業に入る前に、早目に相談をしましょう＞
科研費の研究者となっている場合や、受託研究の研究者と なっている

場合、休業に伴い研究期間の変更や、契約変更の手続きが必要になる場
合があります。

また、各種事務手続は短期間で行えるものではありませんので、早目
にご相談していただくようお願いいたします。

また、休職期間中やサバティカルの期間中に、新たに育児休業を取得
する必要があったり、他の休業を取得する必要がある場合も届出が必要
です。

特に出産等の場合は、予定が分かった時点で、早目に関係部局へご相
談いただくことで、各種事務手続がスムーズに行えます。
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学内の制度のチェック表

学内制度 提出書類 取得可否
賃金
形態

備考

結婚休暇
その他休暇･みなし労働簿、
結婚の事実が確認できる書
面

常勤教職員のみ 有給

原則、結婚の
日５日前から
結婚の日後１
か月以内

補食休憩

その他休暇･みなし労働簿、
母性健康管理指導事項カー
ド（医師等の証明付）又は
母子保健手帳の提示

常勤教職員
非常勤教職員

有給

妊娠中

休息・補食に
必要な期間

通勤緩和

その他休暇･みなし労働簿、
母性健康管理指導事項カー
ド（医師等の証明付）又は
母子保健手帳の提示

常勤教職員
非常勤教職員

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ職員以外

有給
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ職員

無給

妊娠中
始業前、終業前
において1日を通
じて1時間まで

保健指導・健康診査

その他休暇･みなし労働簿、
母性健康管理指導事項カー
ド（医師等の証明付）又は
母子保健手帳の提示

常勤教職員
非常勤教職員

有給

妊産婦

保健指導等に
要した時間

時間外・休日・深夜
勤務・変形労働時間
制の免除

任意様式
常勤教職員
非常勤教職員

妊産婦

産前・産後休暇
その他休暇･みなし労働簿、
医師等の証明又は母子保健
手帳の提示

常勤教職員
非常勤教職員

常 勤：有給
非常勤：無給

産前6週間
産後8週間

配偶者出産休暇 その他休暇･みなし労働簿 常勤教職員 有給 2日の範囲内

配偶者出産育児休暇 その他休暇･みなし労働簿
常勤教職員
非常勤教職員

常 勤：有給
非常勤：無給

配偶者の産前
産後の期間、
子の養育に係
る5日の範囲内

育児時間 その他休暇･みなし労働簿
常勤教職員
非常勤教職員

常 勤：有給
非常勤：無給

1日2回

各30分以内

子の看護休暇 その他休暇･みなし労働簿
常勤教職員
非常勤教職員

常 勤：有給
非常勤：無給

子1人
年 5日

子2人以上
年10日
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学内制度 提出書類 取得可否
賃金
形態

備考

育児休業
育児休業申出書、
子の出生を確認できる書面

常勤教職員
非常勤教職員

無給
休業開始の1
か月前までに
申し出ること

育児短時間勤務
育児短時間勤務申出書、
育児短時間勤務計画表、
子の出生を確認できる書面

常勤教職員
非常勤教職員

勤務しない時間
について減額

育児短時間勤
務開始の1か
月前までに申
し出ること

介護休暇

その他休暇･みなし労働簿、

要介護状態等申出書（対象家
族について介護が必要であるこ
との確認書）

常勤教職員
非常勤教職員

常 勤：有給
非常勤：無給

対象家族1人
年 5日

対象家族2人以上

年10日

介護休業

介護休業申出書、

要介護状態等申出書（対象家
族について介護が必要であるこ
との確認書）

常勤教職員
非常勤教職員

無給
休業の1か月

前までに申し
出ること

育児・介護のための
早出遅出勤務

早出遅出勤務請求書
常勤教職員
非常勤教職員

早出遅出勤務
開始の1か月

前までに請求
すること

育児のための所定外
労働の免除

育児のための所定外労働免
除請求書、請求者と子との
続柄が確認できる書面等

常勤教職員
非常勤教職員

免除開始の1
か月前までに
請求すること

育児・介護のための
所定外労働の制限

育児・介護のための所定外
労働制限請求書

育児：請求者と子との続柄
が確認できる書面等

介護：要介護状態等申出書
（対象家族について介護が必要
であることの確認書）

常勤教職員
非常勤教職員

制限開始の1
か月前までに
請求すること

育児・介護のための
深夜労働の制限

育児・介護のための深夜業
制限請求書

育児：請求者と子との続柄
が確認できる書面等

介護：要介護状態等申出書
（対象家族について介護が必要
であることの確認書）

常勤教職員
非常勤教職員

制限開始の1
か月前までに
請求すること

41

仕事と家庭生活の両立のために・・・・

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらす。同時
に、家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らしには
欠かすことはできないものであり、その充実があってこそ、
人生の生きがい、喜びは倍増する。

（内閣府：ワークライフバランス憲章より）

仕事に追われ、家庭生活と仕事の両立に悩んでいる方も多い時代
ですから、これからの職場には、みなさんの家庭生活が充実できる
よう、互いに支え合える環境づくりが必要です。

このハンドブックが、みなさんの家庭生活と仕事の両立に少しで
も役立つことを願っています。


