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Ⅰ 総 論 

 

１ 目的 

  平成１７年４月の本計画の策定後、職員が安心して結婚、出産できる職場 

づくりを目指し、育児休業、配偶者出産休暇、年次休暇の取得の奨励や育児 

短時間勤務制度の導入など、子育てを支援する制度の拡充を行い、計画を推 

進してきました。しかし、男性職員の育児休業の取得をはじめ、未だ利用が 

進んでいない制度もあり、利用促進に向けて、なお職員の意識啓発や働きか 

けが必要な状況にあります。 

 

 今回次世代育成支援法が改正により１０年間延長され、篠山市においても、 

新しい「子ども・子育て支援事業計画 ささっ子子育ていちばんプラン」が 

策定されました。こうしたことを踏まえ、引き続き職員が仕事と家庭生活 

を両立できるよう職場全体で支援していくために、次の任命権者が連名で 

「篠山市特定事業主行動計画」を策定しました。 

 

職員一人ひとりが、この計画を自分自身に関わるものとして捉え、それぞ 

れの立場で目標に向かって行動し、仕事と家庭の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）を実現できるよう努めるものとします。 

 

 篠山市長、篠山市教育委員会、篠山市選挙管理委員会、篠山市代表監査委 

員、篠山市公平委員会、篠山市固定資産評価審査委員会、篠山市農業委員会、 

篠山市議会議長、篠山市消防長 

 

２ 計画期間 

 

   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（この計画は、集中的・計画的な取組期間とされる平成２７年度から平 

成３６年度までの１０年間のうち、前半にあたる５年間を計画期間とし 

ます。） 

 

３ 計画の推進体制 

 

この計画の推進にあたっては、行動計画の内容を全職員に対して庁内Ｌ 

ＡＮ等で周知するとともに、職場における勤務の形態や条件等を踏まえて 

実施していきます。 



４ 所属長の役割 

  

  所属長は、子育てや家庭の事情で業務上の配慮を必要とする職員にとって、

職場の相談窓口となる極めて重要な役割を担う立場にあります。 

  職場内では相談に適切に対応するため、各種制度を正しく理解し、日頃か

ら相談しやすい雰囲気づくりと、職場全体で支援していくという意識の醸成

に努めるものとします。 

 

 

Ⅱ 具体的な取組 

 

   仕事と家庭の両立を支援するため、家庭よりも仕事優先、育児は女性が

するものという考え方の意識改革、父親の積極的な育児参加の奨励、休業・

休暇を取得しやすい環境づくり、働き方の見直しや、多様な働き方の実現

に向けて、以下の取り組みを進めます。 

 

 １ 出産や育児にかかる制度の周知について 

 

     妊娠を申し出た職員に対し、出産・育児にかかる各種制度の説明を行

います。 

 

２ 休暇休業の取得と職場復帰に向けた取り組み 

 

（1） 出産・育児と職場復帰における配慮の徹底 

     母性保護や母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等 

の制度について、周知徹底を行うとともに、当該職員の健康や安全、 

また、周囲の特定の職員に過度な負担がかかることのないよう配 

慮しながら、業務分担における配慮や見直しを行います。 

 

     （2） 育児休業等を取得しやすい環境の整備   

育児休業等を取得する職員が、安心して子育てに専念できるよう、

業務分担の見直しや適切な代替要員を確保します。 

特に、男性職員の取得の促進を図ります。  

 

（3） 円滑な職場復帰に向けた支援 

育児休業中の職員に対しては、職場との断絶感や復帰への不安を



和らげるため、本人の希望に応じて部長会資料を送付するなど市政

や業務に関する情報提供を行います。また復職後の業務分担に際し

ては、本人が子育てを行う必要があることを前提に、両立が可能と

なるよう配慮します。 

 

（4） 育児短時間勤務制度及び部分休業の活用 

育児短時間勤務及び部分休業は、職員の希望で勤務時間を設定

し、また育児休業のように完全に職場を離れることなく育児を行

うことを可能とするため、仕事と子育てとの両立が可能であり、

これらの制度の積極的活用を支援します。 

 

  ３ 男性の子育て目的の休暇等の取得の促進 

 

（1） 配偶者出産休暇及び妻の産前産後の期間中の育児参加休暇の取得

促進 

子育ての始まりの時期に親子の時間を多く持ち、出産後の配偶

者を支援することは大切なことです。すべての男性職員が取得で

きる配偶者出産休暇及び妻の産前産後の期間中の育児参加休暇の

取得について周知するとともに、年次有給休暇を組み合わせた連

続休暇の取得促進を図ります。 

 

（2） 男性職員の育児休業取得の推進 

男性の育児休業取得率向上を目指し、休暇を取得しやすい環境

をつくるため、休業期間中の経済的な支援について周知するとと

もに、具体的な取得方法の紹介や相談、必要に応じた臨時の応援

体制の整備を行います。 

 

※  以上のような取り組みを通じて、女性職員の育児休業取得率を１

００％、配偶者出産休暇の取得率を８０％、また、男性職員の育児

休業並びに育児参加休暇の取得に向けて、より一層の推進を図りま

す。 

【参考】平成 26年度実績 

女性職員の育児休業取得率 100％ 

配偶者出産休暇取得率 54.54％ 

男性職員の育児参加休暇 0％ 

男性職員の育児休業取得率 0％ 



  ４ 超過勤務の縮減 

 

     平成２１年６月に策定した時間外勤務の縮減対策に基づき、以下の取

り組みを進めます。 

 

（1） 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の超過勤務の軽

減措置 

育児を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度を理解し、

子育て期の職員の勤務には十分な配慮を行います。 

 

（2） ノー残業デーの徹底 

    毎週水曜日と金曜日のノー残業デーについて、庁内放送や掲示板 

等による注意喚起を図るとともに、定時退庁を励行します。   

      

（3） 事務の計画的、効率化の促進 

各所属長は、人事評価に伴う組織目標を作成し、効率的な業務の 

執行に努めます。 

 また、業務量や事務処理体制の見直しによる適正な人員配置に努 

めます。 

 

（4） 部署内での適切な業務分担調整と部署間での応援体制の強化 

    所属長は、所属職員の業務スケジュールを把握し、適宜応援体制 

を組むなど特定の職員に超過勤務が偏らないように配慮します。      

      

（5） 早出遅出勤務の導入の検討 

    夜間の会議などにより超過勤務が発生する場合において、時間を

遅らせて出勤することにより、勤務時間の適正化を確保するととも

に、超過勤務の縮減を図ります。 

 

※  以上のような取り組みを通じて、各職員の時間外勤務時間数の目

標（月３０時間、年間３００時間以内）の達成に努めます。 

 

【参考】人事院指針では年間３６０時間を超過勤務の上限の目安時間

としている。 

 

 



５ 休暇取得の促進等について 

 

   休暇の取得は、家庭生活や地域とのつながりを充実させ、心身の健康

を維持する、ひいては、業務能率を向上させるという重要な役割を担っ

ていることを認識し、以下の取り組みを進めます。 

 

（1） 年次有給休暇の取得の促進 

所属長は、所属職員の年次有給休暇の取得状況を把握し極端な偏

りが出ないよう、業務分担の適性化を図り、取得日数の少ない職員

には取得を勧めるなど、年次有給休暇が取得しやすい環境づくりに

努めます。 

また、休日や夏季休暇と組み合わせた年次有給休暇の取得により

連続休暇の取得促進を図ります。 

 

※  以上のような取り組みを通じて、年間平均取得率を１０日以上と

します。 

【参考】平成２６年実績 平均取得日数７.９日 

 

（2） 子どもの看護休暇の取得の促進 

小学校就学前の子どもは、心身が未成熟であり、通院や療養に際

して親等の看護が必要なことから設けられた制度です。子育て期に

ある職員が子どもの突発的な病気などでこの休暇を取得する際に、

職場全体で対応できる応援体制をつくります。 

 

６ 職場の意識改革 

 

 （1） 職員の子育て環境を支援するためには、まず職場の理解が不可欠

です。個々の職員の価値観やライフスタイルを尊重できる、職員の

ワーク・ライフ・バランスの実現を支援する職場風土を醸成するた

めの研修・講習、情報提供を行います。 

 （2） 女性職員を対象とした取り組み 

管理職に必要なマネジメント能力等付与のための研修等へ女性

職員の参加を促し、女性のキャリア形成を支援します。 

 （3） 相談窓口等の整備 

       業務や職場環境等に関する女性職員の相談に、適宜に対応できる

窓口や体制づくりに努めます。 



 ７ 人事評価への反映 

     

仕事と家庭生活の調和の推進に資するような効率的な業務運営や、 

良好な職場環境づくりに向けてとられた行動については、人事評価にお

いて適切に評価します。 

（職務遂行力、規律・協調性等で評価） 

  

 ８ その他の次世代育成支援対策に関する事項 

 

（1） 地域における子育て支援活動推進の取り組み 

① 子育てバリアフリー 

外部からの来客が多い施設等において、乳幼児と一緒に安心して

利用できるトイレやベビーベッドの設置等を推進します。 

 

② 子ども、子育てに関する地域貢献活動 

職員の子育てに関する地域貢献活動への積極的参加を促進するた

め、子どもが参加する文化・スポーツ活動への参加や、疾病、障が

いを持つ子どもの支援など、地域における子育て支援活動に参加し

やすい環境づくりに努めます。 

 

（2） 子育てに向けた職員ニーズの把握 

     次世代育成支援に向けて、どのようなニーズがあるのか、必要に応

じアンケート調査を実施していきます。また、休暇や休業の取得状況

や時間外勤務の実施状況を把握し、次世代育成支援の観点から必要な

措置を検討していきます。 

 

  

Ⅲ 終わりに 

 

    社会全体で、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることが 

できる環境の整備に取り組むことが喫緊の課題となっています。 

 この特定事業主行動計画では、子育てに対する職員一人ひとりの意識

を深め、職場全体で理解・協力しあい、安心して子育てできる職場環境

が実現することを目指します。 



平成２７年４月１日現在

内容 期間 内容 期間

育児休業
子を養育するため認められる休
業

子が３歳に達するまで 子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの
子を養育する職員が子を看護（看病
及び疾病の予防のため必要な世
話）する必要がある場合に与えられ
る休暇

年5日（小学校就学の始期に
達するまでの子が2人以上の
場合にあっては、10日）

育児短時間勤務

子を養育するために認められる
短時間勤務（1日3時間55分・週5
日勤務、7時間45分・週3日勤務
等）

子が小学校就学の始期に達
するまで

短期介護休暇

けがや病気で2週間以上の要介護
状態にある配偶者、父母、子等の介
護や、通院の付添い等の必要な世
話をする職員に与えられる休暇

年5日（要介護者が2人以上の
場合にあっては、10日）

部分休業
子を養育するために認められる
部分休業 （1日2時間以内）

子が小学校就学の始期に達
するまで

けがや病気で2週間以上の要介護
状態にある配偶者、父母、子等の介
護をする職員に与えられる休暇（当
該期間中に1日単位又は1日4時間
以内で取得可）

介護を必要とする一の継続す
る状態ごとに、連続する6月以
内の期間

産前休暇
8週間（多胎妊娠の場合にあって
は14週間）以内に出産予定の女
性職員に与えられる休暇

産前8週間（多胎妊娠の場合
にあっては14週間）

産後休暇
出産した女性職員に与えられる
休暇

出産の翌日から8週間

保育時間

生後1年に達しない子を養育する
職員が授乳等を行う場合に与え
られる休暇（男女とも）（1日2回そ
れぞれ30分以内）

子が1歳に達するまで 深夜勤務の制限

小学校就学の始期に達するまでの
子を養育する職員又は配偶者、父
母、子等を介護する職員の深夜の
勤務（時間外勤務、宿日直勤務を含
む。）を制限

子が小学校就学の始期に達
するまで又は介護を必要とす
る間

男性職員の配偶者
の出産休暇

妻の出産に伴う入退院の付添い
等を行う男性職員に与えられる
休暇

2日 時間外勤務の免除
3歳に達するまでの子を養育する職
員の時間外勤務を免除

子が3歳に達するまで

男性職員の育児参
加のための休暇

妻の産前産後期間中に、当該出
産に係る子又は小学校就学の始
期に達するまでの子を養育する
男性職員に与えられる休暇

5日 時間外勤務の制限

小学校就学の始期に達するまでの
子を養育する職員又は配偶者、父
母、子等を介護する職員の時間外
勤務を月24時間以内かつ年150時
間以内に制限

子が小学校就学の始期に達
するまで又は介護を必要とす
る間

育
児
休
業
等

子が小学校就学の始期に達
するまで、放課後児童クラブに
託児している小学生の子を迎
えに行く間又は介護を必要と
する間

①配偶者の就業の有無等にかかわりなく育児休業・育児短時間勤務・部分休業を
取得することができる。

②妻の出産後８週間以内に育児休業を取得した男性職員は再度の育児休業を取
得することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　仕事と家庭の両立支援制度の概要              

そ
の
他

早出遅出勤務

小学校就学の始期に達するまでの
子を養育する職員、放課後児童クラ
ブに託児している小学生の子を迎え
に行く職員又は配偶者、父母、子等
を介護する職員に、1日の勤務時間
を変更することなく、始業・終業時刻
を変更して勤務させる制度

③最初の育児休業終了日から3月経過したときは再度の育児休業・育児短時間勤
務を取得することができる。

特
別
休
暇

特
別
休
暇

両立支援策 両立支援策

介護休暇



子育て支援制度に関するＱ＆Ａ 

１． 育児休暇制度について 

 

Ａ１ 妊娠中又は出産後１年以内の女子職員が母子保健法の規定に基づく医師、 

歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保 

健指導を受けるための休暇です。 

取得できる期間は、妊娠６月末までは４週間に１回、妊娠７月～９月末

までは２週間に１回、妊娠１０月から分娩までは１週間に１回、産後１年

まではその間に１回を限度として、その都度必要と認める時間取得できま

す。 

 

 

Ａ２ 産前休暇は、母性保護の観点から出産前後の休養として与える休暇で、 

出産予定日の８週間（多胎は１４週間）前から取得できます。 

   なお、早産（死産）等の場合であっても医師の証明により早産等の日を

あらかじめ特定しうる場合は、その日を基準日として産前の休暇を認める

ことができます。 

 

 

Ａ３ この場合、予定日から出産した日までについても産前の休暇として取り

扱います。 

なお、この場合における出産した日は産前の期間に含めます。 

 

 

Ａ４ 切迫流産、妊娠中毒症等による私傷病休暇中に産前８週に至った場合は、

職員から申し出があった場合は、私傷病休暇を取消し、新たに産前休暇を

承認することとなります。 

 

 

 

Ｑ４ 私傷病休暇中に産前８週に至った場合の取扱いは 

Ｑ３ 出産が予定日より遅れた場合の取り扱いは 

Ｑ２ 産前休暇とはどんな制度ですか 

Ｑ１ 妊産婦の健康診査、保健指導休暇（特別休暇）とはどんな制度ですか 



 

Ａ５ 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間認められる休暇です。

出産とは妊娠満１２週以後の分娩のことであり、死産、流産、早産であれ、

その事情は問われません。 

 

 

Ａ６ 男性職員が、配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うため

の休暇で、出産の前後から起算して２週間以内の範囲内において２日以内

取得することができます。 

 

 

Ａ７ 男性職員が、積極的に育児に参加することを促進するために設けられた

休暇で、配偶者の産前産後の期間において、出産に係る子又は小学校就学

前までの子を養育するため勤務しないことが相当と認められる場合に取得

することができます。 

   取得できる期間等は、妻の産前（８週）産後（８週）期間中に出生に係

る子又は上の子（小学校就学前）を養育する場合において、５日の範囲内

で取得することができます。 

 

 

Ａ８ 生後１年に達しない（満１歳の誕生日の前日までの）子を育てる職員に

対し、授乳その他育児のために必要な時間を確保し、職員の子育てを支援

するため設けられている休暇です。 

   取得できる期間等は、１日２回それぞれ３０分を超えない範囲で取得で

きます。 

 

 

Ａ９ 小学校就学前の子を養育する職員がその子を看護する必要がある場合、

１年につき５日（複数養育の場合は１０日）を超えない範囲で必要と認め

る時間、取得が可能な休暇です。 

   なお、「看護」とは負傷又は疾病にかかっている子の治療や看病を行うこ

Ｑ９ 子の看護休暇とはどんな制度ですか 

Ｑ８ 育児時間休暇とはどんな制度ですか 

Ｑ７ 男性の育児参加のための休暇とはどんな制度ですか 

Ｑ６ 妻の出産休暇とはどんな制度ですか 

Ｑ５ 産後休暇とはどんな制度ですか 



とのほか、医療機関等で受診するための通院や病院等で付き添う必要があ

る場合等において療養のための世話を行うことであり、負傷、疾病につい

ても、怪我、風邪、発熱等を含むあらゆる負傷、疾病としています。 

   また、「疾病の予防」とは、予防接種法又は母子健康法に基づく予防接種

や健康診査を受ける場合をいいます。 

   ※子の看護休暇の取得期間について、小学校就学の始期に達するまでの

子が１人の場合は年５日、２人以上の場合は年１０日取得することができ

ます。 

 

２． 育児休業制度について 

 

Ａ１ 地方公務員の育児休業は、「地方公務員の育児休業に関する法律」及び「篠

山市職員の育児休業等に関する条例」で定められており、子の養育等が必

要な場合、男女を問わず子が３歳に達するまでの期間、取得することがで

きます。 

 

 

Ａ２ 「満３歳の誕生日の前日まで」です。 

 

 

Ａ３ 男性職員の場合、妻が専業主婦等であっても、育児休業を取得すること

ができます。 

 

（参考）男性職員の育児休業取得例（第１子の場合） 

① 妻が専業主婦の場合 

（例１） 産後８週   子３歳 

     

職 員（夫） 育児休業   

配偶者（妻） 産後８週    

 

Ｑ３ 妻が専業主婦であっても取得が可能ですか 

Ｑ２ 「子が３歳に達する日まで」とは 

Ｑ１ 育児休業とはどんな制度ですか 



 

（例２） 産後８週   子３歳 

     

職 員（夫） 育児休業   育児休業 

配偶者（妻） 産後８週    

 

② 夫婦が共働きの場合 

（例１） 産後８週   子３歳 

     

職 員（夫）   育児休業 

配偶者（妻） 産後休暇 育児休業  

 

（例２） 産後８週   子３歳 

     

職 員（夫） 育児休業    

配偶者（妻） 産後休暇 育児休業  

 

（例３） 産後８週   子３歳 

     

職 員（夫） 育児休業 

配偶者（妻） 産後休暇    

 

（例４） 産後８週   子３歳 

     

職 員（夫） 育児休業  育児休業 

配偶者（妻） 産後休暇 育児休業   

 

（例５） 産後８週   子３歳 

     

職 員（夫） 育児休業  育児休業  

配偶者（妻） 産後休暇 育児休業  育児休業 

 



 

（例６） 産後８週   子３歳 

     

職 員（夫） 育児休業 

配偶者（妻） 産後休暇  育児休業  

 

 

Ａ４ 子が３歳に達するまでの期間であれば、特に取得期間は定められていま

せんので、例えば１週間から１ヶ月程度の短期間の取得もできます。 

 

 

Ａ５ 育児休業を取得する場合は、次の書類を提出してください。 

① 育児休業承認請求書の提出 

育児休業の時期と期間が決まったら、育児休業を始めようとする日の１

月前までに育児休業承認請求書を所属長を通じて職員課に提出してくだ

さい。その際、医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康

手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書などのい

ずれか（写し可）を添付してください。 

 

② 育児休業期間の延長 

育児休業の延長を希望する場合は、期間を延長しようとする日の１月前

までに育児休業期間延長承認申請書を所属長を通じて職員課へ提出して

ください。 

 

③ 養育状況変更の提出 

育児休業中、次の場合は養育状況変更届を所属長を通じ職員課に提出し

てください。 

（ア）職員の育児休業等に関する規則第４条第１項各号に該当する場合 

（イ）産前の休暇を始めた場合  

（ウ）出産した場合 

 

 

Ａ６ 子が３歳に達する日まで延長できます。 

Ｑ６ 育児休業期間の延長はできますか 

Ｑ５ 育児休業を取得する場合の手続きを教えて下さい 

Ｑ４ １ヶ月程度の短期間でも取得はできますか 



   ただし、期間の延長は、特別の事情がある場合を除き、１回に限るもの

とされています。 

   育児休業制度は、育児と仕事の調和を図ることを目的としており、代替

職員の確保など、人事管理の運営と秩序を確保するために、期間の再度の

延長は制限されます。 

 

育児休業 

（当初の要求） 

育児休業 

（期間の延長） 

 

  育児休業 

（期間の再度の延長） 

 

 

 

特別の事情がある場合とは（期間の再度の延長） 

・配偶者が負傷又は疾病により入院したこと。 

・配偶者と別居したこと。 

・期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたこと

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ことと

なったこと。 

（単に見込みを誤った場合などでは認められません。） 

 

 

Ａ７ 育児休業は、同一の子について原則１回ですが、当初の育児休業を請求

する際に、「育児休業等計画書」を提出した場合は、下図のように育児休業

をすることができます。 

なお、当初の育児休業の請求時に育児休業等計画書を提出していない場

合は、特別の事情がある場合を除き、再度の育児休業をすることはできな

いので注意が必要です。（育児休業から復帰後、再び同一の子に係る育児休

業を行う場合は、再度の育児休業となります。） 

Ｑ７ 同一の子について育児休業を再度取得することはできますか（再度の

育児休業） 

期間の延長を必要とする１月前までに請求する（Ａ６

の手続を準用） 

特別な事情がある場合のみ可能 



 

（例） 

 

 

 

 

特別の事情とは（再度の育児休業）… 

① 次子の産前休暇を届け出たことにより当初の育児休業の承認が失効

となった後、次子が死亡又は養子縁組などにより職員と別居することとな

った場合 

 

② 休職等の処分を受け、育児休業の承認が効力を失った後、処分の期間

が終了した場合 

③ 育児休業の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障

害により子を養育できない状態が相当期間にわたり継続すると見込まれ

るとして取り消された後、養育することができる状態に回復した場合 

④ 育児休業等計画書に基づき、最初の育児休業又は育児短時間勤務をし

た後、３月以上の期間が経過した場合に再度育児休業を又は育児短時間

勤務をする場合。 

⑤ 育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことに

より、再度の育児休業をしなければ子の養育に著しい支障が生ずること

となった場合（配偶者が負傷又は疾病により入院、配偶者と別居した場

合など） 

 

  ※ なお、子の出生の日から５７日の期間内に、最初の育児休業を取得し

た場合は、特別の事情がなくても、その後に育児休業をすることができ

ます。 

 

 

Ａ８ 次のような事由が生じた場合は、育児休業は取り消され（又は失効し）

ます。 

① 育児休業の承認を受けている職員が、産前の休業を始めた場合 

② 職員が休職又は停職の処分を受けた場合 

 

職員 

勤 務 育児休業① 勤 務 育児休業② 

（再度の育児休業） 

３歳 

Ｑ８ 育児休業の承認が取り消される場合は 

育児休業①請求時に 

育児休業等計画書を提出   ・・・・  再度の育児休業が可能 



③ 育児休業に係る子が亡くなった場合 

④ 離縁あるいは養子縁組が取り消されたことなどで職員の子でなくなっ 

 た場合 

⑤ 職員が子と別居することとなったとき、病気入院などで日常生活上の 

世話ができない状態となったときや託児するなどして常態的に子を養育

しなくなった場合 

⑥ 承認されている育児休業に係る子以外の子に係る育児休業が承認され 

た場合 

 

   子の養育状況に変更が生じた場合は、「養育状況変更届」の提出が必要と

なります。   

 

Ａ９ 産前・産後の期間は、女性が母体の健康維持と出産後の母体の回復に専

念するための期間です。妻が第一子出産に係る産後休暇期間中の場合、夫

はその子の育児のために育児休業等（育児短時間勤務及び部分休業を含

む。）をすることができます。 

   なお、妻の産後休暇に当たる期間中（子の出生の日から５７日の期間内）

に育児休業を開始し、かつ終了した夫については、その子に係る育児休業

を再びすることができます。 

   この場合は、特別の事情は問われません。 

 

 

 

 

 

 

 

また、第二子出産に係る妻の産前産後休暇期間中の場合でも、夫は第一

子に係る育児休業等をすることができます。（Ａ１０参照） 

妻 産前休暇期間 産後休暇期間    

Ｑ９ 妻の産後休暇中に、夫が育児休業をすることはできますか 

育児休業① 育児休業② 職員 

出生の日 出生の日から 57日 

育児休業①を出生の日から 

57日の期間内に開始・終了  ・・・ 育児休業②は、特別の事情を問わない。 



 

Ａ１０ 第２子に係る産前休暇（特別休暇）の届出により、第１子に係る育児

休業は効力を失います。第２子の産後休暇終了後は、第２子に係る育児休

業を新たにすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 第１子に係る育児休業は、第２子の産前休暇の届出により失効すること

となり、第１子に係る再度の育児休業（妻）は特別な事情がなければする

ことはできません。 

   夫は第１子（３歳未満）の育児休業をすることができ、第２子の出生日 

以降は第２子に係る育児休業をすることができます。 

 

 

Ａ１１ 年次有給休暇は「職員としての身分」に着目して付与される休暇です。

育児休業中の職員は「身分を保有するが、職務に従事しない」とされ、休

職者と同様の取扱いとなります。そのため、育児休業中であっても、１月

１日に現年分として新たに「２０日」の年次有給休暇が付与されます。（前

年に行使しなかった年次有給休暇は翌年に繰り越すことができます。） 

   復帰時には、行使されなかった年次有給休暇の行使が可能です。（育児休

業中は年次有給休暇を行使できないだけということです。） 

  

 

Ａ１２ 育児休業中は無給となります。 

産後休暇 育児休業（妻、第１子） 育児休業の失効（妻、第１子）  

夫、第１子 
夫・妻（第２子） 

 夫、第２子 

Ｑ１２ 育児休業中の給与はどのようになりますか 

Ｑ１１ 復職後の年次有給休暇はどのようになりますか 

Ｑ１０ 第１子に係る育児休業中（妻）に第２子を妊娠しました。第１子の

育児休業はどのようになりますか 

産前・産後休暇（第２子） 

第２子出生 

◆育児休業をすることができる期間 

３歳（第１子） 

産後休暇中（第２子） 

３歳（第２子） 

産後休暇中（第２子） 



    ただし、期末・勤勉手当について、手当の基準日（６月１日、１２月

１日）に育児休業中であっても、基準日から６ヶ月前の期間において、

勤務した実績がある場合には、その勤務した期間（産前産後休暇の期間

は、期末手当にあっては、勤務した期間として算定し、勤勉手当にあっ

ては、勤務した期間として算定しない。）に応じて支給されます。 

  

※ 市町村職員共済組合関係 

  組合員が育児休業をしたときは、子が１歳に達する日までの期間につい

て「育児休業手当金」が支給されます。 

 

 

Ａ１３ 昇給については、昇給日（１月１日）において休業中であっても、

昇給日前１年間において、一定程度の勤務実績があり、勤務成績の判定

が可能であれば、それに応じて２～４号給昇給します。なお、昇給日前

１年間の全部又は大部分を勤務していないことにより昇給しない場合又

は２号給昇給の場合は、復職した後に号給が調整されます。 

    この復職時の調整に当っては１００％の期間、引き続いて勤務したも

のとみなして号給の調整が行われることとなります。 

    退職金については、育児休業をした期間は、職務に従事することを要

しない期間に該当するものとされているため、取得した育児休業期間に

応じて勤務時間が調整（子が１歳に達する日の属する月までの期間は１

／３除算。それ以外の期間は１／２除算。）されることになります。 

 

 

Ａ１４ 次のような給付金制度があります。 

（市町村職員共済組合） 

給付金の名称 内    容 

出産費・家族出産費 

 妊娠 4 ヶ月目以降の出産等に支給 

●組合員（出産費）１件につき 420,000 円 

●被扶養者（家族出産費）1 件につき 420,000 円 

出産費附加金 ●出産費附加金 1件につき 20,000 円 

●家族出産費附加金 1 件につき 20,000 円 

Ｑ１４ 出産や育児に関し、市町村職員共済組合や市町村職員互助会からは

どのような経済的支援がありますか 

Ｑ１３ 昇給や退職金に影響がありますか 



育児休業手当金 

 組合員が育児のために休業した場

合に、その養育される子が 1 歳に達

する日までの期間支給 

●支給額：1 日につき 給料日額×50/100×1.25 

 

 

 

出産費等に係る直接支払制度 ●出産費・家族出産費について医療機関が組合員に代

わって支給申請及び受取を直接共済組合と行う制度 

 

 

（市町職員互助会） 

給付金の名称 内    容 

出産祝金 

 会員または配偶者が出産したとき

に支給 

20,000 円 

 

 

Ａ１５ 給与については、育児休業中（育児短時間休業及び育児部分休業を除

く）は基本的に無給です。 

    ただし、期末手当及び勤勉手当については、Ｑ１２のとおりその手当

の基準日（６月１日及び１２月１日）において、育児休業をしている職

員であっても基準日以前６箇月以内の期間に在職期間又は勤務期間があ

る職員については、その期間に応じ支給されます。 

    また、児童手当については、児童手当法に基づく支給のため、その支

給に育児休業自体は影響しません。 

 

  （参考例） 

    ３歳未満の子が２人（生後８ヶ月と２歳）いる職員で、妻が専業主婦

である３５歳の職員が、平成２７年６月１日から６月３０日までの１ヵ

月間育児休業を取得する場合 

項 目 育児休業取得前（５月） 育児休業中（６月） 備考 

給料 ２７６，８００円       ０円  

扶養手当    ２６，０００円       ０円  

通勤手当 ８，０００円 ０円  

児童手当    ３０，０００円  ３０，０００円 Ｈ27年度 

15,000円/人 

Ｑ１５ 育児休業を取得した場合、具体的にどの程度、経済的に影響があり

ますか 



   

（注） 

１ 「給料」は行政職給料表３級３２号給を仮定 

２ 「通勤手当」は自動車を利用して通勤する場合に支給する手当額（使

用距離１０ｋｍ以上１５ｋｍ未満）を仮定 

３ 「児童手当」は１箇月分の支給額（実際の支給は、４ヶ月分まとめて

年３回（２月、６月、１０月）支給） 

４ 「育児休業手当金」は、育休中は前月実績に応じて翌月以降支給され

ます。 

 

 

Ａ１６ 市町村職員共済組合に申し出ることにより、育児休業を開始した日の

属する月から育児休業を終了する日の属する月の前月までの期間につい

て免除されます。 

    なお、組合員期間は通算されるので、将来の年金額が減額されること

はありません。 

 

 

Ａ１７ 育児休業中であっても掛金は免除されません。毎月納付書により納入

していただきます。 

 

 

Ａ１８ 育児休業中であっても定期健康診断を受けることができます。また、

兵庫県市町村職員共済組合で実施する短期人間ドック等の申し込みも可

能です。 

 

 

Ａ１９ 小学校就学前の子の養育のため、１日の勤務時間の一部を使う必要が

ある場合（取得実績に応じ給与の減額あり）に認められる休業制度で、

育児休業手当金 

（共済組合） 

 １７２，９６４円  

合 計 ３４０，８００円 ２０２，９６４円  

Ｑ１７ 育児休業中の市町職員互助会の掛金の納入は 

Ｑ１９ 育児部分休業とはどういう制度ですか 

Ｑ１８ 育児休業中の定期健康診断はどのようにすれば良いですか 

Ｑ１６ 育児休業中も市町村共済組合の掛金は納入するのでしょうか 



始業及び終業の時間帯で１日２時間を超えない範囲で３０分単位で取得

できます。 

 

 

Ａ２０ 例えば、夫が出勤時、妻が退庁時というように、同じ日においても異

なる時間であれば交代で部分休業をすることができます。 

 

Ａ２１ 育児時間は勤務時間の中途においても認められますが、部分休業は、

始業時及び終業時に限り認められています。そのため、育児時間と併せ

て利用する場合、出勤時においては、部分休業、育児時間の順で、退庁

時においては、育児時間、部分休業の順で利用することになります。 

なお、育児時間と併せて利用する場合は、１日の合計は２時間を上限

とします。 

 

 

Ａ２２ 部分休業は、勤務を前提としているため、部分休業の前後において年

休を取得する場合は、部分休業の承認を取り消すこととなります。 

 

（例１）  ８：３０～９：３０まで部分休業の後、１０：３０まで年休を取

得する場合。※部分休業後において勤務しないため、部分休業は取

り消され、２時間の年休取得が必要。 

 　★部分休業は取り消され、２時間の年次休暇を取得する。

8:30 9:30
9:00

10:30 17:15

部分休業 年次休暇 勤務

Ｑ２２ 育児部分休業の前後において、年休を取得することはできますか 

Ｑ２１ 育児部分休業と育児時間休業を併せて利用することはできますか 

Ｑ２０ 育児部分休業は、夫婦が共に職員である場合は交代で取得する 

ことができますか 



 

（例２）  ８：３０～９：００まで部分休業、９：００～９：３０までの育  

児時間の後、１０：３０まで年休を取得する場合。※部分休業後に

おいて勤務しないため、部分休業は取り消され、２時間の年休取得

が必要。 

 

 

 

（例３）  ８：３０～９：００まで部分休業、９：００～９：３０まで育児

時間の後、１７：１５まで年休を取得する場合。※部分休業後にお

いて勤務しないため、部分休業、育児時間は取り消され、１日の年

休取得が必要。 

 

 

 

（例４）  ８：３０～９：００まで部分休業、９：００～９：３０まで育児

時間の後、１３：００から１７：１５まで年休を取得する場合。※

部分休業後において勤務があるため、部分休業、育児時間、年休取

得全て認められる。 

 

 

 

 

　★部分休業・育児時間は取り消され、２時間の年次休暇を取得する。

8:30 9:00
9:00

9:30 17:15

部分休業 育児時間 勤務年次休暇

9:3010:30

　★部分休業・育児時間・年次休暇それぞれが認められる。

8:30 9:00
9:00

9:30 17:15

部分休業 育児時間 年次休暇勤務

13:00

　★部分休業・育児時間は取り消され、１日の年次休暇を取得する。

8:30 9:00
9:00

9:30 17:15

部分休業 育児時間 年次休暇



 

Ａ２３ 主なものについては、以下のとおりです。 

種目 支給方法等 

給料の月額 

管理職手当 

勤務しない１時間につき、勤務１時間当りの給料を減

額した額を支給。 

扶養手当 

住居手当 

通勤手当 

フルタイム勤務時と同額を支給。 

特殊勤務手当 月額特殊勤務手当については１週間当たりの勤務時

間数に応じた額、日額特殊勤務手当についてはフルタイ

ム勤務時と同様勤務実績に応じた額。 

時間外・休日・夜間

勤務手当 

フルタイム勤務時と同額を支給。ただし、部分休業の

承認を取り消す必要あり。 

期末・勤勉手当 ・基礎額はフルタイム勤務時と同額 

・期末手当の在職期間は、除算対象とならない。 

・勤勉手当の勤務時間は、部分休業した日が９０日を超

える場合、その部分休業の総時間（７時間４５分を１日

として計算）を勤務時間から除算する。 

共済組合掛金 部分休業により減額された金額に係る長期掛金が免除

される。 

掛金免除額＝減額された金額×長期掛金率 

 

Ｑ２３ 育児部分休業中の給与はどのようになるのですか 



育児短時間勤務制度について 

１ 趣旨 

 

 

Ａ１ 育児短時間勤務とは、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育

するために、常勤職員のまま、いくつかある勤務の形態から選択し、希望

する日及び時間帯に勤務することができる制度です。 

 

 

Ａ２ １週間当りの勤務時間が、１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間

１５分又は２４時間３５分となる短時間勤務を選択できます。具体的には、

次のように定められています。 

 

◆ 一般の職員 

 勤務の形態 週当たりの勤務時間 

① 月～金曜日に１日３時間５５分勤務 １９時間３５分 

② 月～金曜日に１日４時間５５分勤務 ２４時間３５分 

③ 月～金曜日のうち３日に１日７時間４５分勤務 ２３時間１５分 

④ 月～金曜日のうち２日に１日７時間４５分、１日

に３時間５５分勤務 

１９時間２５分 

 

◆ 交替制等勤務職員 

 勤務の形態 週当たりの勤務時間 

① ４週間ごとの期間につき８日以上を週休日とし、

１週間当りの勤務時間が１９時間２５分、１９時

間３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分と

なるように勤務 

１９時間２５分 

１９時間３５分 

２３時間１５分 

２４時間３５分 

② ４週間を超えない期間につき１週間当り１日以上

の割合の日を週休日とし、１９時間２５分、１９

時間３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分

となるように勤務 

③ ５２週間を超えない期間につき１週間当り１日以

上の割合の日を週休日とし、週休日が毎４週間に

Ｑ２ どのような勤務の形態を選択できるのですか 

Ｑ１ 育児短期間勤務制度とはどんな制度ですか 



つき４日以上となるようにし、及び１週間当りの

勤務時間が１９時間２５分、１９時間３５分、２

３時間１５分又は２４時間３５分となるように、

かつ、毎４週間につき１週間当りの勤務時間が４

２時間を超えないように勤務 

 

 

Ａ３ 小学校就学前の子を養育しようとする職員が育児短時間勤務をすること

ができます。ただし、下記の項目に該当する職員は育児短時間勤務をする

ことができません。 

・ 非常勤嘱託員 

・ 臨時的任用職員 

・ 育児休業に係る任期付職員（育休代替職員） 

・ 再任用職員 

 

 

Ａ４ 育児短時間勤務の請求は、1 月以上 1 年以下の期間で行います。したが

って、小学校就学前までの期間が 1 年を超えている場合は一括して請求す

ることができません。 

なお、期間の延長を請求することができます（Ｑ９参照） 

 

 

Ａ５ 養育する期間が夫婦で重ならなければ、夫婦で勤務する曜日又は時間帯

をずらして同時期に育児短時間勤務をすることができます。 

また、「職員→配偶者→職員」のように夫婦で時期をずらして交代で育児

短時間勤務をすることも可能ですが、当初の育児短時間勤務から配偶者の

取得期間を挟んで 1 年を経過する前に再度取得する場合には、あらかじめ

手続きが必要（Ｑ１０参照）となることや、育児短時間勤務を行う職員の

業務を処理するための後補充等の措置が円滑に行えるようにする必要があ

ることから、可能な限り早い時期に上司等と相談してください。 

 

 

 

Ｑ５ 夫婦で育児短時間勤務をすることはできますか 

Ｑ４ 子が小学校就学まで一括して請求できますか 

Ｑ３ どのような職員が育児短時間勤務をすることができるのですか 



２ 手続き 

 

 

Ａ６ 育児短時間勤務承認請求書により可能な限り早い時期（最低１箇月前ま

で）に職員課に対して請求をする必要があります。また、任命権者が必要

と認める場合には証明書類を提出する必要があります。 

 

 

Ａ７ 任命権者は、請求した職員の業務を処理するための措置（業務分担の変

更、職員の採用・転任・配置換、任期付短時間勤務職員の採用等）を講ず

ることが困難である場合を除いて、承認しなければなりません。したがっ

て、これらの措置を検討する必要がありますので、可能な限り早い時期に

上司等と相談してください。 

 

 

Ａ８ 育児短時間勤務の請求期間が満了した場合に終了するほか、育児短時間

勤務の承認が失効したり、取り消された場合に終了します。 

 

○ その事由が生じた場合に自動的に効力を失う「失効事由」は次のとおりです。 

① 職員が産前の休暇を始め、又は出産した場合 

② 休暇又は停職の処分を受けた場合 

③ 子が死亡し、又は職員の子でなくなった場合 

 また、その事由が生じた場合に任命権者が取り消す「取消事由」は次のと

おりです。 

④ 子を養育しなくなった場合 

⑤ 別の子について育児短時間勤務を承認しようとする場合 

⑥ 内容の異なる育児短時間勤務を承認しようとする場合 

 

○ なお、①及び③～④の場合には遅滞なく養育状況変更届によって職員課に届

け出なければなりません。 

 

 

Ｑ８ どのような場合に育児短時間勤務の承認が終了するのですか 

Ｑ７ 育児短時間勤務が認められない場合はありますか 

Ｑ６ 育児短時間勤務をするためにはどのような手続きが必要ですか 



 

Ａ９ 養育する子が小学校就学の始期に達するまで（満６歳に達する日以後の

最初の３月３１日まで）育児短時間勤務の期間を延長することができます。 

なお、請求できる延長の期間（１月以上１年以下の期間）をはじめ、請

求の手続き及び承認の基準は初回の場合と同じです。 

 

 

Ａ１０ 前回の育児短時間勤務の終了に翌日から起算して１年を経過した場合

には再度育児短時間勤務をすることができます。 

また、１年を経過していない場合でも、次の場合には育児短時間勤務

をすることができます。 

 

① Ａ８の①又は⑤に該当して前回の承認が失効・取消しとなった後、①若し

くは⑤に係る子が死亡し、又は養子縁組により職員と別居することとなっ

た場合 

② 休職・停職の処分を受けて前回の承認が失効した後、休職・停職が終了し

た場合 

③ 職員の負傷、疾病、身体・精神上の障害により養育できない状況が相当期

間継続することが見込まれて前回の承認が取り消された後、回復した場合 

④ Ａ８の⑥に該当して前回の承認が取り消された場合 

⑤ 前回の請求の際、両親が育児休業計画書を職員課に提出し、その計画に則

って、職員が育児短時間勤務をした後に、配偶者が３月以上子を育児休業

又は育児短時間勤務により養育した場合 

⑥ 育児短時間勤務の終了時に予測できなかった事実が生じたことにより、育

児短時間勤務をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合 

 

 

Ａ１１ 勤務する時間帯を変更することは、現に承認されている育児短時間勤

務と内容の異なる勤務をすることとなるので、現在承認されている育児

短時間勤務の承認を取り消し、新たな育児短時間勤務の承認をする必要

があります。この場合、請求した職員の業務を処理するために、後補充

等の措置を講じることが考えられますので、可能な限り早い時期に上司

Ｑ１１ 育児短時間勤務の期間の途中で勤務する時間を変更することはで

きますか 

Ｑ１０ 同じ子について何度も育児短時間勤務をすることはできますか 

Ｑ９ 育児短時間勤務の期間を延長することはできますか 



等と相談してください。 

 

 

Ａ１２ 育児短時間勤務の期間において、１週間当たりの勤務時間又は勤務日

数に応じて換算されることとなります。その際の換算の計算式は次のと

おりです。 

 

・斉一型短時間勤務職員（１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間の時間数が同一）の場合 

（休暇の残日数）×１週間の勤務日数 

             ５日（１日未満の端数は四捨五入） 

 

・不斉一型短時間勤務職員（斉一型以外のもの）の場合 

（休暇の残日数×７時間４５分）×１週間の勤務時間 

                  ３８時間４５分 

で得た時間数を、１日当たりの平均勤務時間（１分未満の端数は切り上げ）を

１日として換算した日数（１日未満の端数は四捨五入） 

 

ただし、以下の例のように年の途中で勤務形態を変更する場合は、労働基準

法との関係等で調整した日数を付与することになります。 

変更の日における付与日数＝Ａ＋（Ｂ－Ｃ） ※（Ｂ－Ｃ）が負の場合は、０ 

 Ａ＝変更の日の前日における残日数 

 Ｂ＝変更の日の月に新規採用されたとして変更後の勤務形態により設定される日数 

 Ｃ＝変更の日の月に新規採用されたとして変更前の勤務形態により設定される日数 

※年の初日に付与されていた日数（繰越分を除く）と（Ｂ－Ｃ）の合計は２０日を限度と

します。※最終結果に１日未満の端数があるときは、端数時間を含む。 

 

○（例１）育児短時間勤務を開始した場合 

 

ア 常勤フルタイム職員 
不斉一型（週 7ｈ45m・7ｈ45m・3ｈ55m） 

イ 育児短期間勤務職員 

Ｈ２７．１．１時点での有給休暇日数＝４０日、アの期間の使用日数７日の場合 

  

Ａ：７／１以前の休暇日数は「４０日－７日＝３３日」 

Ｑ１２ 育児短時間勤務を始める際に、年次休暇の残数や繰越日数はどうな

るのですか？また、育児短時間勤務が終わるときにはどうなるのですか 

（Ｈ27.1.1） （Ｈ27.7.1） （Ｈ27.12.31） 



Ｂ：７／１に短時間勤務として採用した場合の日数は「１２日（※）×７時間４５分×６月

／１２月／６時間２９分＝７日」 

   〔※ １/１に不斉一型短時間勤務職員として採用された場合=１５５ｈ（２０日＊７ｈ

４５ｍ）＊１９ｈ２５ｍ／３８ｈ４５ｍ／６ｈ２９ｍ（１９ｈ２５ｍ／３日）＝１

２日〕 

Ｃ：７／１に通常勤務として採用した場合の日数は「２０日×６月／１２日＝１０日」 

加算日数は、Ｂ－Ｃ＝－３＜０ 

よって、７／１の付与日数は３３日 

 

○（例２）育児短時間勤務を終了した場合 

 

斉一型（週 7ｈ45m×週３日） 
イ 常勤フルタイム職員 

ア 育児短時間勤務職員 

Ｈ２７．１．１時点での休暇日数＝２０日（２０日×３／５＝１２日、繰越８日）、アの期

間の使用日数３日の場合 

 

Ａ：７／１以前の休暇日数は「２０日－３日＝１７日」 

Ｂ：７／１以前に通常勤務として採用した場合の日数は「２０日×６月／１２月＝１０日」 

Ｃ：７／１に短時間勤務として採用した場合の日数は「２０日×３日／５日×６月／１２月

＝６日」 

   加算日数は、Ｂ－Ｃ＝４日＞０ 

    よって、７／１の付与日数は１７日＋４日＝２１日 

 

○（例３）育児短時間勤務の勤務形態を変更した場合 

 

不斉一型（週 7ｈ45m・7ｈ45m・3ｈ55m） 斉一型（週 3ｈ55m×週 5 日） 

ア 育児短時間勤務職員 イ 育児短時間勤務職員 

Ｈ２７．１．１時点での休暇日数＝２０日（１５５時間×１９時間２５分／３８時間４５分

÷６時間２９分＝１２日、繰越８日）アの期間の使用日数４日（７時間４５分×４日）の場

合 

 

Ａ：７／１以前の休暇日数は「２０日－４日＝１６日」 

Ｂ：７／１に斉一型短時間勤務として採用した場合の日数は「２０日×５／５×６月／１２

月＝１０日」 

Ｃ：７／１に不斉一型短時間勤務として採用した場合の日数は「１５５時間×１９時間２５

分／３８時間４５分×６月／１２月／６時間２９分＝６日」 

（Ｈ27.1.1） （Ｈ27.7.1） （Ｈ27.12.31） 

（Ｈ27.1.1） （Ｈ27.7.1） （Ｈ27.12.31） 



加算日数は、Ｂ－Ｃ＝４＞０ 

  よって、７／１の付与日数は１６日＋４日＝２０日 

 

Ａ１３ 通常勤務職員と同様に、１回に割り振られた勤務時間の全部を勤務し

ない場合は１日単位、１回に割り振られた勤務時間の一部を勤務しない

場合は時間単位となります。ただし、不斉一型短時間勤務職員で、１日

の勤務時間が３時間５５分を割り振られた勤務日の全部を勤務しない日

は、例外的に時間単位の取得となり４時間の年次有給休暇を取得するこ

ととなりますので注意してください。 

 

 

Ａ１４ 「部分休業」は取得できません。 

「育児時間」などの特別休暇は取得可能です。 

 

 

Ａ１５ 主なものについては、以下のとおりです。 

種目 支給方法等 

給料の月額 

管理職手当 

 

「１週間当たりの勤務時間÷３８時間４５分」で割落

とした額を支給。 

扶養手当 

住居手当 

 

フルタイム勤務時と同額を支給。 

通勤手当 勤務回数に応じて、減額される場合あり。（交通機関

利用者の場合は定期券又は通勤回数に応じた回数券等

の額、自動車等利用者の場合は１月当たりの通勤回数が

１０回未満であれば一般の職員に支給される額の半額

となる。） 

特殊勤務手当 月額特殊勤務手当については１週間当たりの勤務時

間数に応じた額、日額特殊勤務手当についてはフルタイ

ム勤務時と同様勤務実績に応じた額。 

Ｑ１３ 育児短時間勤務職員の年次有給休暇の取得単位はどうなるのです

か。 

Ｑ１５ 育児短時間勤務職員の給与はどのようになるのですか 

Ｑ１４ 育児短時間勤務をしている職員がその他の育児のための制度を利

用することができますか 



時間外・休日・夜間

勤務手当 

フルタイム勤務時と同額を支給。ただし、時間外勤務

手当については１日７時間４５分までは支給割合が１

００分の１００となる。 

期末・勤勉手当 ・基礎額はフルタイム勤務時と同額 

・期末手当の在職期間は、『育児短時間勤務を行った期

間から当該期間に「１週間当たりの勤務時間数÷３８時

間４５分」を乗じた期間を控除して得られる期間』の２

分の１を除算する。 

・勤勉手当の勤務時間は『育児短時間勤務を行った期間

から当該期間に「１週間当たりの勤務時間数÷３８時間

４５分」を乗じた期間を控除して得られる期間」を除算

する。 

例：６ヶ月間１週間当りの勤務時間数２３時間１５分の

育児短時間勤務を行った場合 

在職期間から除算される期間 

（６月－６月×２３時間１５分／３８時間４５分）×１

／２＝１月６日 

勤務期間から除算される期間 

６月－６月×２３時間１５分／３８時間４５分＝２月

１２日 

退職手当 

 

退職手当の算定の基礎となる在職期間から、育児短時間

勤務の３分の１に相当する期間を控除する。 

共済組合掛金 育児短時間勤務により減額された金額に係る長期掛金

が免除される。 

掛金免除額＝減額された金額×長期掛金率 

 


