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男女協働参画支援室／保育支援室 

育児関連の取組紹介 

ファミリーサポート 

一時保育や病児保育 

の利用 

 

 

 

ママパパ交流会 

気軽に情報交換 

 

 

授乳・搾乳室 

プライバシーに

配慮した専用 

スペース 

 

 
 

各種貸出 
 

書籍（共働き・離乳食等）、 
マタニティ白衣等（上･下） 

 

キャリア相談室 

仕事と育児なんでも相談 

 

 

詳しくは下の QR コードから、男女協働参画支

援室/保育支援室の HP をご覧ください。お気軽

にお問合せください。 



はじめに 
 

男女協働参画支援室／保育支援室では、 

すべての教職員および学生が、年齢や性別にとらわれず、 

自らの能力を最大限に発揮し、充実したキャリアを形成できるよう、 

多様な取組を展開しております。 

 

本ガイドブックでは、 

育児や介護などのライフイベントを迎えた方々が、 

安心して仕事を続けることができるよう、 

取得可能な休暇や利用可能な制度、 

保育・介護に役立つ情報などをご紹介しております。 

どうぞご活用ください。 
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2019 年 8月末現在 

各制度の前に記載されている数字は、本文見出しの数字と対応しています。 

妊娠 産前6週 産後8週

０　●●危険業務禁止

２　●●妊婦通勤緩和　★

４　●●妊娠中の休息・補食

１５　●介護休業

　８　●●育児休業

７●父親の出産付添休暇★

１６　●介護部分休業

１７　●●早出遅出勤務制度

１１　●保育休暇　★ １８　●介護休暇　★

１４（１）　●育児中の時間外労働の免除 １９　●介護中の労働時間への措置

１９（１）●介護中の時間外労働の制限

１９（２）●介護中の深夜勤務の免除

※雇用期間の定めがある職員は非常勤職員と同じ

介護

９　●育児部分休業（短時間勤務制度）

１０　●●早出遅出勤務制度

１２　●子の看護休暇　★

６　●●産前・産後休暇　★

出産

　８　●●育児休業※

妊娠・出産 育児

０　●●危険業務禁止

５　●●妊産婦の時間外・深夜勤務の禁止(産前・産後休暇期間を除く）

　　　３　●●軽易業務への転換(産前・産後休暇期間を除く）

１４（３）　●育児中の深夜勤務の免除

１３　●父親の育児参加休暇★

１４（２）　●育児中の時間外労働の制限

１　●●妊産婦健診（産前・産後休暇期間を除く）　★

１４　●育児中の労働時間への措置

1歳 3歳 小学校

● すべての職員

● 常勤の男性職員

● 常勤の女性職員

● 非常勤の男性職員

● 非常勤の女性職員

★ 常勤のみ有給
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0 危険業務禁止  

 
すべての女性職員は、重量物を取り扱う業務、鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ素、

塩素、シアン化水素、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じん

を発散する場所における業務につくことは認められません。 

また、妊娠中の女性職員および産後 1年を経過しない女性職員（以下、「妊産婦である女性

職員」という）は、妊娠・出産・哺育に有害となる業務につくことは認められません。 

■放射線被曝に関しては、妊婦の場合は実効線量基準がさらに厳しくなります（放射線障害防止法、医療法、

電離放射線障害防止規則）。女性はガラスバッジを身に付け、定期的な健康診断を受けましょう。 

■抗がん剤、麻酔薬など薬物の取扱にも注意が必要です。実験を行っている方は、化学物質等安全データシー

ト（MSDS）をよく読み、取扱を遵守しましょう。 

■サイトメガロウイルス、風疹、水痘、麻疹などは、妊娠・胎児に影響があると言われています。ワクチン接

種や手洗いなど日ごろから注意しましょう。 

 

 

１ 妊産婦健診  

 
妊産婦である女性職員は、労働時間内に、1 日

の範囲内で必要と認められる時間、保健指導ま

たは健康診査を受けることが認められます（職

務専念義務の免除）。 

期間 回数 

妊娠満 23週まで 4 週間に 1 回 

妊娠満 24～35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 期間内に 1 回 

■医師等から特別の指示があった場合は、いずれの期間においても指示された回数の受診が認められます。 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性

規約等 職員安全衛生管理規則第45条第1，2項

利用可
提出書類は特になし

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性 有給 無給

男性

休暇簿
（病気休暇・特別休暇・健康診断用）

各部局の労働時間管理員
取得希望日前日

（やむを得ない時は事後の届

出も可）

規約等
職員安全衛生管理規則第52条第1項

常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第23条（運用：第23条関係1（4））

非）パートタイム職員の就業に関する規則第14条第2項（2）

男女雇用機会均等
法第 12 条に定め

られています。 
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２ 妊婦通勤緩和  

 
妊娠中の女性職員は、通勤に利用する交通機関の混雑が、母体または胎児の健康保持に影

響がある場合、所定労働時間の始めまたは終わりにつき、一日を通じて 1 時間を越えない

範囲の時間、勤務しないことが認められます（職務専念義務の免除）。 

 

〈取得例 1〉 

 
〈取得例 2〉 

 

 

 

 

 

 

３ 軽易業務への転換   

 
妊産婦である女性職員は、業務を軽減すること、または体に負担のない軽易な業務に就く

ことが認められます。 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性 有給 無給

男性

休暇簿
（病気休暇・特別休暇・健康診断用）

各部局の労働時間管理員
取得希望日前日

（やむを得ない時は事後の届

出も可）

規約等
職員安全衛生管理規則第52条第2項

常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第23条（運用：第23条関係1（5））

非）パートタイム職員の就業に関する規則第14条第2項（3）

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性

利用可 提出書類は特になし
（各労務担当部署に要相談）

規約等 職員安全衛生管理規則第47条第1項

妊婦通勤緩和、軽易業務への転換

は、男女雇用機会均等法第 13 条に
定められています。 
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４ 妊娠中の休息・補食  

 
妊娠中の女性職員の業務が、母胎または胎児の健康保持に影響があるときは、適宜休憩す

ること、または補食に必要な時間において勤務しないことが認められます。 
 
 

５ 妊産婦の時間外・深夜勤務の禁止  

 
妊産婦である女性職員は、時間外勤務、深夜

勤務の免除が認められます。 
 
 
 

６ 産前・産後休暇   

 
※1．2020年 4 月 1日以降は、常勤職員も無給となり、共済組合から出産手当金（標準報酬日額の 2/3）が支

給されます（p.16参照）。 

※2．全国健康保険協会に加入している非常勤職員は、出産手当金が支給されます（p.16 参照）。 

妊娠中の女性職員は、出産予定日の 6週間

（双子以上の場合は 14 週間）前から、産

前休暇を取得できます（特別休暇）。また、

女性職員が出産した場合、出産日の翌日か

ら 8週間を経過する日まで、産後休暇を取

得できます（特別休暇）。 

■原則として、産後 8 週間は就業することはできません。ただし、産後 6 週間を経過した後は、当該の女性

職員が就業を希望し、医師が支障ないと認めた場合において就業が可能です。 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性

利用可

規約等 職員安全衛生管理規則第47条第2項

提出書類は特になし
（各労務担当部署に要相談）

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性

利用可

規約等 職員安全衛生管理規則第50条第2項

提出書類は特になし
（各労務担当部署に要相談）

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性 有給※1無給※2

男性

休暇簿
（病気休暇・特別休暇・健康診断用）

各部局の労働時間管理員
各部局の労働時間管理

員に要確認

規約等
職員安全衛生管理規則第48条第1項

常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第21条（運用：第21条関係1（5）（6））

非）パートタイム職員の就業に関する規則第13条第2項（1）（2）

産後休暇の取得時

に、出生証明書も提
出してください。 

労働基本法第 66 条第 1 項に
定められています。 
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７ 父親の出産付添休暇  

 
男性職員は、配偶者（事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む、以下同）が出産す

る場合、配偶者の入院等に付添をするため、2日までの間、出産付添休暇を取得することが

できます（特別休暇）。  

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性 有給

休暇簿
（病気休暇・特別休暇・健康診断用）

各部局の労働時間管理員
取得希望日前日

（やむを得ない時は事後の届

出も可）

規約等 職員の労働時間、休暇等に関する規則第21条（運用：第21条関係1（8））
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８ 育児休業   

 
～雇用期間の定めがない職員（主に常勤職員）～ 

お子さんが 3歳になる日まで、育児休業を取得できます。申請すれば、所

定の期間、育児休業給付金が支給されます（p.17参考）。 

 

～雇用期間の定めがある職員（主に非常勤職員や特定有期雇用職員）～ 

次の要件を満たしている場合、お子さんが 1 歳になる日まで、育

児休業を取得できます。 

① 1週間の所定労働日数が 3日以上ある 

② 1年以上勤務している 

③ お子さんが 1歳になる日を超えて引き続き雇用予定である 

保育園に入園できない等の理由がある場合は、1 歳 6 ヶ月になる

日まで延長可能です。また、雇用保険に加入している職員は、申請すれば、育児休業給付

金が支給されます（p.17参考）。 

 

【パパ・ママ育休プラス】 

両親がともに育児休業を取得し、協力して育児を行うことを推奨する特例制度です。 

次の要件を満たしている場合、お子さんが 1歳 2ヶ月になる日まで 1年間（女性の場合は、

産後休暇と育児休業を合わせて 1年間）を期限として、育児休業を延長できます。 

① お子さんが 1歳に達するまでに、配偶者が育児休業を取得している 

② 育児休業開始予定日が、お子さんの誕生日以前である 

③ 育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降である 
 
〈取得例〉 

 

 

 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性 育児休業申出書 開始希望日の1ヶ月前

男性 育児休業対象児出生届 子の出生より2週間後
人事労務課各担当係

規約等 育児休業等規則第1～15条

無給

配偶者が専業主婦の
場合も、育児休業が
取得できます。 

雇用期間の定めがある職員に有用！ 
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【育児休業の再度取得】 

～男性職員の場合～ 

男性職員は、お子さんの出生後 8 週間以内に育児休業を取得した場合に限り、特別な事情

がなくても、2回目の育児休業を取得できます。 

 
 

～雇用期間の定めがない職員（主に常勤職員）の場合～ 

１回目の育児休業申出時に「育児休業等計画書」を提出した場合、最初の育児休業から 3ヶ

月以上経過すれば、2回目の育児休業を取得できます。 

～何らかの事情がある場合～ 

お子さんが、心身の健康上の理由により 2 週間以上の看護を要する場合や、保育所に入所

できない等の事情がある場合、2回目の育児休業を取得することが可能です。 
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９ 育児部分休業（短時間勤務制度）  

 
～雇用期間の定めがない職員（主に常勤職員）～ 

小学校就学前のお子さんを養育するため、始業時間から、または終業時間まで、１日あた

り連続した 2 時間まで（30 分単位）、または 1 日あたり 4 時間、育児部分休業を取得でき

ます。 

 

～雇用期間の定めがある職員（主に非常勤職員や特定有期雇用職員）～ 

次の要件を満たしている場合、雇用期間の定めがない職員と同様の部分休業を取得できま

す。 

① 1週間の所定労働日数が 3日以上ある 

② 1年以上勤務している 

 

〈取得例 1〉前半、後半に分割して取得することができます。 

 

〈取得例 2〉1日 4 時間取得する場合は、分割して取得することはできません。 

 

 

 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
無給 育児部分休業申出書 人事労務課各担当係 開始希望日の1ヶ月前

規約等 育児休業等規則第16～20条
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【育児を理由とする短日数勤務制度】  

 
※雇用期間の定めがある職員は対象となりません。 

小学校就学前のお子さんを養育するため、次のいずれかの通り、１週間あたりの

勤務を週 3日とすることができます。 

① 週 3日×7時間 45分 

② （週 2日×7時間 45 分）＋（1日×3時間 30分 or 4時間 15分） 

■申請前に必ず所属部署の上長に相談し、承諾を得てください。 

■制度の利用可能期間は原則 3年以内です。ただし労使双方の合意により 3 年を超えて更新する

ことができます。また、人員配置の都合上、原則として申出期間を変更することはできません。 

■育児部分休業との併用はできません。 

■週 4日×7 時間 45分など、①②以外の勤務を希望する場合は、通常の短日数勤務制度（家庭事

情、自己啓発、健康事情等の理由が対象）が適用されます。 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
人事労務課各担当係 開始希望日の2ヶ月前

規約等
職員就業規則第38条の5第3項
育児休業等規則第22条

利用可
※

育児短日数勤務申出書

【医員のみ：育児短時間勤務制度】  

 

医員は、小学校就学前のお子さんを養育するため、診療科長の承諾を得たうえ

で、育児短時間勤務を行うことができます。 

 期間：１ヶ月以上 1年以下 

労働時間数：１週間につき 15時間 30分 週 2日勤務 

 勤務時間帯：8時 30分～17時 15分（休憩時間 12時 00分～13時 00分） 

■育児短時間勤務をする場合は、育児休業および育児部分休業を取得できません。 

■育児短時間勤務の期間延長を希望する場合は、「育児短時間勤務期間変更申出書」を提出の上、

請求できます。 

提出書類 提出先 いつまで

女性 育児短時間勤務申出書

男性 子の出生を証明する書類
利用可 人事労務課各担当係 開始希望日の1ヶ月前

規約等 医員等取扱規則第12条

医員

New！ 

2019 年 4 月から施行 
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10 早出遅出勤務制度  

 
※非常勤職員の勤務時間変更については、各部局の労働時間管理員にご相談ください。 

小学校就学前のお子さんを養育する職員は、始業時刻（午前 7時以降）および終業時刻（午

後 7時 15分以前）を月単位で変更することができます。 

 

 

11 保育休暇  

 
～常勤職員～ 

生後 1年に達しないお子さんを養育する職員が、授乳、

搾乳、保育園への送迎等を行う場合、1 日 2 回それぞ

れ 30 分以内の間、保育休暇を取得できます（特別休

暇）。 

ただし、男性職員の場合、配偶者が保育休暇を取得す

る日と同日に、当休暇を取得する場合は、休暇の回数、時間が少な

くなります。 

～非常勤職員～ 

1週間の所定労働日数が 3日以上ある場合、常勤職員と同様の休暇を取得できます。 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
利用可 早出遅出勤務請求書 人事労務課各担当係 開始希望日の1ヶ月前

規約等
労働時間、休暇等に関する規則第4条第3項

早出遅出勤務に関する要項第2条

※

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性

取得希望日前日
（やむを得ない時は事後の届

出も可）

規約等
常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第21条（運用：第21条関係1（7））

非）パートタイム職員の就業に関する規則第13条第2項（3）

有給 無給
休暇簿

（病気休暇・特別休暇・健康診断用）
各部局の労働時間管理員

1 歳未満の子どもがいる女性の育児時間の

確保については、労働基本法第 67 条にも

定められています。 
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12 子の看護休暇  

 
～常勤職員～ 

小学校就学前のお子さんを養育する職員が、その子の傷病や疾病を看護す

る場合、またはその子に予防接種や健康診断を受けさせる必要がある場

合、1年あたり 5日まで（お子さんが 2人以上の場合は、1年あたり 10日

まで）、１日、１時間、１分の単位で子の看護休暇を取得できます（特別休

暇）。 

～非常勤職員～ 

1週間の所定労働日数が 3日以上ある場合、常勤職員と同様の休暇を取得できます。 

 

13 父親の育児参加休暇  

 
男性職員は、配偶者が出産する場合、生まれたお子さん、または小学校就学前のお子さん

を養育するために、配偶者の産前・産後休暇中に 5 日までの間、父親の育児参加休暇を取

得できます。 

 

14 育児中の労働時間への措置  

育児中の職員は、業務の正常な運営を妨げない場合、時間外労働および深夜勤務について、

下記の通りの措置を請求できます。なお、（1）および（2）にかかる免除期間、制限時間は

重複しないよう請求する必要があります。 

（1）育児中の時間外労働の免除 

 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
有給 無給

休暇簿
（病気休暇・特別休暇・健康診断用）

各部局の労働時間管理員
取得希望日前日

（やむを得ない時は事後の届

出も可）

規約等
常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第21条（運用：第21条関係1（16））

非）パートタイム職員の就業に関する規則第13条第2項（5）

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性 有給

取得希望日前日
（やむを得ない時は事後の届

出も可）

規約等 職員の労働時間、休暇等に関する規則第21条（運用：第21条関係1（18））

休暇簿
（病気休暇・特別休暇・健康診断用）

各部局の労働時間管理員

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
利用可 時間外労働免除申請書 各部局の労働時間管理員 開始希望日の1ヶ月前

規約等
常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第10条第2項
非）パートタイム職員の就業に関する規則第9条第3項
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～常勤職員～ 

3 歳未満のお子さんを養育する職員は、所定労働時間以外の勤務が免除されるよう、請求

できます。 

～非常勤職員～ 

次の要件を満たしている場合、常勤職員と同様の免除を請求できます。 

① 1週間の所定労働日数が 3日以上ある 

② 1年以上勤務している 

 

（2）育児中の時間外労働の制限 

 
～常勤職員～ 

小学校就学前のお子さんを養育する職員は、時間外労働が 1 ヶ月あたり

24時間、1年あたり 150時間を越えないよう、請求できます。 

～非常勤職員～ 

次の要件を満たしている場合、常勤職員と同様の制限を請求できます。 

① 1週間の所定労働日数が 3日以上ある 

② 1年以上勤務している 

 

（3）育児中の深夜勤務（午後 10時から午前 5時まで）の免除 

 
～常勤職員～ 

小学校就学前のお子さんを養育する職員は、深夜勤務が免除されるよう、請求できます。 

～非常勤職員～ 

次の要件を満たしている場合、常勤職員と同様の免除を請求できます。   

① 1週間の所定労働日数が 3日以上ある 

② 1年以上勤務している 

③ お子さんの面倒を見る 16歳以上の家族が深夜にいない 

④ 所定労働時間の全部が深夜でない 

  

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
利用可 時間外労働短縮請求書 各部局の労働時間管理員 開始希望日の1ヶ月前

規約等
常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第10条第3項
非）パートタイム職員の就業に関する規則第9条第5項

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
利用可 深夜労働制限請求書 各部局の労働時間管理員 開始希望日の1ヶ月前

規約等
常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第10条第4項
非）パートタイム職員の就業に関する規則第9条第6項



13 

 

15 介護休業  

 
～雇用期間の定めがない職員（主に常勤職員）～ 

要介護状態の配偶者、父母、お子さんなどがいる職員（以下、「介護中の

職員」という）は、連続する 6ヶ月までの期間、介護休業を取得できま

す。申請すれば所定の期間、介護休業給付金が支給されます（ｐ.17 参

照）。また、1回に限り、介護休業期間を延長できます。 

 

～雇用期間の定めがある職員（主に非常勤職員や特定有期雇用職員）～ 

次の要件を満たしている場合、連続する 93日間、3回まで介護休業を取得できます。 

① 1週間の所定労働日数が 3日以上ある 

② 1年以上勤務している 

③ 介護休業の開始予定日から 93日を越える日まで引き続き雇用予定である 

また雇用保険に加入している職員は、申請すれば所定の期間介護休業給付金が支給されま

す（ｐ.17参照）。 

 

16 介護部分休業  

 
～雇用期間の定めがない職員（主に常勤職員）～ 

介護中の職員は、連続する 6ヶ月のうち、始業時間から、または終業時間まで、1日におい

て連続した 4時間まで、1時間単位で介護部分休業を取得できます。 

ただし、介護休業と介護部分休業を連続して取得する場合は、介護休業と合わせて 6 ヶ月

の期間を上限とします。 

 

～雇用期間の定めがある職員（主に非常勤職員や特定有期雇用職員）～ 

次の要件を満たしている場合、雇用期間の定めがない職員と同様の部分休業を取得できま

す。 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
無給 介護休業申出書 人事労務課各担当係 開始希望日の1週間前

規約等 介護休業等規則第1～16条

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
無給 介護休業申出書 人事労務課各担当係 開始希望日の1週間前

規約等 介護休業等規則第1～3条、第17～22条
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① 1週間の所定労働日数が 3日以上ある 

② 1年以上勤務している 

17 早出遅出勤務制度  

 
※非常勤職員の勤務時間変更については、各部局の労働時間管理員にご相談ください。 

介護中の職員は、始業時刻（午前 7時以降）および終業時刻（午後 7時 15分以前）を月単

位で変更することができます。 

■制度の詳細は、「Ⅲ．育児の支援」の「10．早出遅出勤務制度」をご参照ください。 

 

18 介護休暇  

 
介護中の職員は、要介護者が 1 人の場合は 1 年

に 5 日までの期間、2 人以上の場合は 1 年に 10

日までの期間、介護休暇を取得できます。 

 

 

 

19 介護中の労働時間への措置  

介護中の職員は、業務の正常な運営を妨げない場合、時間外労働お

よび深夜勤務について、下記の通りの措置を請求できます。なお、（1）および（2）にかか

る免除期間、制限時間は重複しないよう請求する必要があります。 

（1） 介護中の時間外労働の制限 

 
 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
利用可 早出遅出勤務請求書 人事労務課各担当係 開始希望日の1ヶ月前

規約等
労働時間、休暇等に関する規則第4条第3項

早出遅出勤務に関する要項第3条

※

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
有給 無給

休暇簿
（病気休暇・特別休暇・健康診断用）

各部局の労働時間管理員
取得希望日前日

（やむを得ない時は事後の届

出も可）

規約等
常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第21条（運用：第21条関係1（17））

非）パートタイム職員の就業に関する規則第13条第2項（6）

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
利用可 時間外労働短縮請求書 各部局の労働時間管理員 開始希望日の1ヶ月前

規約等
常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第10条第3項
非）パートタイム職員の就業に関する規則第9条第5項

通院の付添、手続きの

代行、家事や買い物も

対象になります。 
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～常勤職員～ 

介護中の職員は、時間外労働が 1ヶ月あたり 24時間、1年あたり 150時間を超えないよう、

請求できます。 

～非常勤職員～ 

次の要件を満たしている場合、常勤職員と同様の制限を請求できます。 

① 1週間の所定労働日数が 3日以上ある 

② 1年以上勤務している 

 

（2）介護中の深夜勤務（午後 10時から午前 5時まで）の免除 

 
～常勤職員～ 

介護中の職員は、深夜勤務が免除されるよう、請求できます。 

～非常勤職員～ 

次の要件を満たしている場合、常勤職員と同様の免除を請求できます。 

① 1週間の所定労働日数が 3日以上ある 

② 1年以上勤務している 

③ 要介護者を介護できる 16才以上の家族が深夜にいない 

④ 所定労働時間の全部が深夜でない 

 

  

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性
利用可 深夜労働制限請求書 各部局の労働時間管理員 開始希望日の1ヶ月前

規約等
常）職員の労働時間、休暇等に関する規則第10条第4項
非）パートタイム職員の就業に関する規則第9条第6項

【介護を理由とする短日数勤務制度】  

 
※雇用期間の定めがある職員は対象となりません。 

介護中の職員は、短日数勤務制度を活用し、１週間あたりの勤務を週 3～4 日とす

ることができます。 

■申請前に必ず所属部局の上長に相談し、承認を得てください。 

■制度の利用可能期間は原則 3年以内です。ただし、労使双方の合意により、3年を超えて更新す

ることができます。 

常勤 非常勤 提出書類 提出先 いつまで

女性

男性

利用可
※

短日数勤務申請書兼同意書 人事労務課各担当係 開始希望日の2ヶ月前

規約等
職員就業規則第38条の5第2項
短日数勤務制度に関する規則

New！ 

2019 年 4 月から施行 



16 

 

給付については手続きが必要となりますので、事前に総務部人事労務課福利厚生係（1号

館 1Ｆ⑥窓口）までご相談ください。 

内線：5043（常勤職員） 

4533（非常勤職員） 

Email：kyosai.adm@tmd.ac.jp 

１.出産手当金 

全国健康保険協会の被保険者（水色の保険証の方）が出産のために勤務を休んだときに支

給されます。 

保険証 全国健康保険協会 

（水色の保険証） 

給付額 1 日につき支給開始日以前の継続した 12 ヶ月間の各月の標準報酬月額

を平均した額/30×2/3 

期間 出産日以前 42日（多胎妊娠の場合は 98日）プラス出産後 56日の計 98日

間（多胎妊娠の場合は計 154 日）の間において勤務できなかった期間 

出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給 

関連 HP https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 

■文部科学省共済組合員（黄色の保険証の方）は、2020年 3月までは産前・産後休暇期間

は給与が支給されるため、出産手当金の支給はありません。 

ただし、2020年 4月からは制度がかわり、産休期間中は無給となり、出産日以前 42日（多

胎児の場合は 98日）プラス出産後 56日の計 98日（多胎妊娠の場合は計 154日）の間にお

いて勤務できなかった期間、共済組合から給与の 2/3を上限に出産手当金が支給されます。 

 

 

２.出産費または出産育児一時金 

文部科学省共済組合員またはその被扶養者、全国健康保険協会の被保険者またはその被扶

養者が出産したときに支給されます。 

保険証 文部科学省共済組合 

（黄色の保険証） 

全国健康保険協会 

（水色の保険証） 

名称 出産費 / 家族出産費 出産育児一時金 / 家族出産育児一時金 

給付額 組合員が出産したときは出産費（被扶

養者が出産したときは家族出産費）と

して原則 42万円および同附加金 4万

円が胎児数に応じて支給。 

産科医療補償制度に加入していない

医療機関等において出産した場合は

40 万 4 千円及び同附加金 4 万円の支

給。 

健康保険の被保険者が出産したときは、

出産一時金（被扶養者が出産したときは

家族出産一時金）として原則 42万円が胎

児数に応じて支給。 

産科医療補償制度に加入していない医療

機関等において出産した場合は 40万 4千

円の支給。 

関連 HP http://www.monkakyosai.or.jp/ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
http://w/
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３.育児休業給付（雇用保険の対象者全て〈雇用保険から〉） 

雇用保険の被保険者が 1歳または１歳２ヶ月未満※の子（特別な事情がある場合は１歳

6ヶ月又は２歳）を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと支給

を受けられます。                 ※パパ・ママ育休プラスを利用した場合 

■支給額：休業開始時賃金日額×支給日数×67％（ただし、育児休業の開始から６ヶ月経

過後は 50％） 

 

 

４.文部科学省共済組合掛金・社会保険料の免除制度 

産前・産後休暇期間、育児休業期間においては文部科学省共済組合掛金および社会保険料

の免除制度があります。なるべく早く（少なくとも産前休暇に入る２ケ月前までに）、総務

部人事労務課福利厚生係まで申請してください。 

 

 

５.介護休業給付（雇用保険の対象者全て〈雇用保険から〉） 

雇用保険の被保険者が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を

満たすと支給されます。 

■支給額：休業開始時賃金日額×支給日数×67％ 
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１.わくわく保育園 

湯島地区に学内保育施設「わくわく保育園」があります。 

「わくわく保育園」は 2019 年 4 月 1 日付で文京区の認可を受けた保育施設になりました。 

詳しくは下記にご連絡いただくか HPをご覧ください。 

◆総務部人事労務課福利厚生係 

電話：03-5803-4654 / Email：hoiku.adm@cmn.tmd.ac.jp 

http://www.tmd.ac.jp/cmn/syokuin/wakuwaku/index.html 

 

２.ＤＤユニットファミリーサポート 

順天堂大学、(株)ニッピと連携し、ファミリーサポートシステム（ファミサポ）を運営し

ています。お子さんの保育園への送迎や一時預かり、病児保育やお泊まり保育などの育児

支援を受けることができます。サービスの利用については理由を問いません。 

保育者は、子育てを支援したい地域の方で、所定の講習を受講しています。 

（利用にあたっては、ＤＤユニットファミリーサポートへの登録、事前打ち合わせが必要

です。） 

基本料金 800円／1時間（保育者の移動時間含む）※ ＋保育者の交通費実費 

対象者 本学教職員・大学院生 

関連 HP http://www.tmd.ac.jp/cmn/ddu/project/family_support.html 

Email/TEL family-support.ddu@tmd.ac.jp TEL：03-5803-4173 

 ※平日午前 7時～午後 7時の預かりの場合（病児・病後児保育を除く） 

 

３.ベネフィット・ワン 育児補助金制度 

大学の福利厚生のひとつで、ベネフィット･ワンで紹介している託児施設・ベビーシッター

の一時保育サービスを利用する場合に補助金が受けられる制度です。 

例）すくすくえいど 

料金 利用者に 1時間 300円割引補助 （1回 2時間まで 月間 30時間まで） 

対象者 本学教職員で文部科学省共済組合員、全国健康保険協会加入者（週 20時間

以上勤務） 

関連 URL https://bs.benefit-one.co.jp/ 

補助金が受けられるサービスは他にもいろいろあります。詳しくは、ベネフィット・ワン

にお問合せください。 

 

４.「えらべる倶楽部」 育児補助券 （文科省共済組合／黄色い保険証の方） 

大学の福利厚生のひとつで、えらべる倶楽部で紹介している託児施設・ベビーシッターの

一時保育サービスを利用する場合に補助金が受けられる制度です。 

mailto:hoiku.adm@cmn.tmd.ac.jp
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料金 1時間 700円の割引券 月間上限枚数 30枚 

（1時間単価が 700円以上であれば時間数分の利用が可能） 

対象者 本学教職員のうち文部科学省共済組合員 

関連 URL https://www.elavel-club.com/ 

認可外保育施設の月極保育料補助が受けられるサービスもあります。詳しくは、えらべる

倶楽部にお問合せください。 

 

 

湯島地区５号館３階に授乳・搾乳室があります。 

詳しくは下記にご連絡いただくか HPをご覧ください。 

◆学生･女性支援センター 男女協働参画支援室/保育支援室 

電話：03-5803-4921 / Email：info.ang@tmd.ac.jp 

http://www.tmd.ac.jp/ang/nursingroom.html 

 

 

１.ベネフィット・ワン「介護補助金制度」 

大学の福利厚生のひとつで、ベネフィット・ワンで紹介している介護サービスの利用時に

以下のようなメリットがあります。 

料金 月 1回、①または②のいずれかを申請可 

① 居宅介護サービスの利用 

介護保険支給限度額を超えた分に対し最大 50,000円／月補助 

②介護用品購入  5,000円／月補助 

対象者 本学教職員で文部科学省共済組合員、全国健康保険協会加入者（週 20 時間

以上勤務） 

関連 URL https://bs.benefit-one.co.jp/  

 

２.「えらべる倶楽部」介護補助金サービス （文科省共済組合／黄色い保険証の方） 

公的介護保険制度の支給限度額をやむを得ず超えて利用した場合に利用できる補助金サー

ビスです。ただし、ご利用の介護業者がえらべる倶楽部の提携会社であることが条件です。 

料金 ひと月最大 50,000円 介護保険の限度額を超えた負担額の一部を補助 

対象者 本学教職員のうち文部科学省共済組合員 

関連 URL http://company.jtb-benefit.co.jp/ 

http://www.tmd.ac.jp/ang/nursingroom.html
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Q1.1妊娠がわかった場合、どのくらい前に周囲や上司に伝えるのが良いのでしょうか？ 

A：可能であれば、なるべく早めに伝える方が良いです。例えば妊娠による体調不良で時

差出勤する場合や妊婦健診受診等で休暇を取得するような場合、事前に妊娠していること

を周囲に伝えておいた方が、手続きがしやすいことがあります。 

また産前・産後休暇・育児休業の取得により、一定の期間本人が不在になります。この

ため上司や周囲の方々にとっては、本人不在中の業務の進め方について早めに計画を立て

る必要があります。代替のスタッフを雇用する場合には、特にこのことがあてはまります。

（※Q4参照） 

安定期に入るまでは妊娠を伝えるの

が心配な方は、直属の上司だけ、あるい

は特定の方だけに早めに伝えておき、早

くから理解や協力を得ておくと良いで

しょう。 

 

 

Q2.職場の部下が妊娠しました。上司としてどのような支援をしたらよいでしょうか？ 

A：妊娠の報告を受けて、驚きや喜びの感情だけでなく、今後の業務の調整等、様々なこ

とが頭に浮かぶと思います。ですが最初に「おめでとう」と本人に伝え、上司として理解

していることを示しましょう。 

本人にとっては、妊娠に対する不安のほか、周囲に迷惑をかけるのでは？と心配している

こともあります。このことを解消するためにも、本人に「体調はどうですか？」「困ったこ

とがあったら遠慮せず相談してください」等、気軽に話しかけることも重要です。 

また、妊娠中は悪阻（つわり）を含む体調不良も起こりやすくなります。特に妊娠初期（15

週頃まで）には流産の可能性も高く、安定期（16週頃から）に入った後も体調には個人差

があるため、なるべく無理の少ない範囲で業務を調整するようにしましょう。 

本人が安心して仕事を続けるための環境づくりとして、室温などを調整し、温度が低すぎ

ないようにすること、夏であれば冷房から離れた席に移動する等の工夫も重要です。また、

常に何か口にしていないと気持ちが悪くなる症状である「食べづわり」への対策として、

妊娠中の休息・補食（Ⅱ-4）を認める必要があることも想定しておきましょう。 

今後の段取りとして、妊婦通勤緩和（Ⅱ-2）や妊産婦健診（Ⅱ-1）、産前・産後休暇（Ⅱ-

6）、育児休業（Ⅲ-8）等の取得予定や、不在中の業務分担方法などを本人と具体的に話し

合い、働き方の見通しの準備をしておくことも必要です。 

 

 

Q3.つわりが辛いため、ある程度落ち着くまで休みを取ったり、業務量を軽減したりしたい

のですが、どのような手続きが必要でしょうか？ 

A：妊娠中の職員については、軽易業務への転換（Ⅱ-3）が認められています。また、Q2

気になることや困ったことな

どがあれば、お気軽にキャリ

ア相談室にご相談ください。 
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でも触れていますが、通勤緩和や勤務時間中の休息・補食等も認められています。本学に

は、つわりを理由とした特別休暇等は特にありませんが、就業が難しい場合は、医師や上

司と相談のうえ、有給休暇か病気休暇を取得してください。 

●病気休暇 

 常勤職員（有給） 非常勤職員（無給） 

日数 必要最低限度の期間 

上限日数  

在職 5年未満      30 日 

5 年～10 年   60日 

10 年以上     90日 

10 日の範囲内の期間 

（所定労働日数により、10日未満の場

合もあります） 

必要書類 自宅療養を要する旨、療養を要する期間が明記された医師の診断書、休暇簿（病

気休暇・特別休暇・健康診断用） 

 

 

Q4.産前・産後休暇や育児休業で休む場合、代替の人を雇用することは認められますか？ 

 A：育児休業中は、代替職員の雇用が認められる場合もあります。また、2020 年 4月 1

日以降は、産前・産後休暇中においても、代替職員の雇用が認められるようになります。 

代替職員の雇用を希望する場合は、所属長と相談の上、人事労務課までお問合せくださ

い。 

 

 

Q5.育児休業や介護休業の取得は、評価に影響しますか？ 

A：育児・介護においては、育児・介護休業法により、「育児休業・介護休暇等の取得等

を理由とする不利益取り扱いの禁止」が定められています。その他に所定外労働の免除、

短時間勤務制度等についても、その申出、取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱い

が禁止されるとともに、時間外労働の制限及び深夜業の制限について、不利益取扱いの禁

止が法律上明記されています。 

 

 

Q6.出産後、無理なく復職したいのですが、どのような働き方の選択肢がありますか。 

A：産後から復職する際は、体力的な不安だけ

でなく、休業中のブランクを経ているという不

安、育児をしながら仕事が出来るのか、という

不安を抱えることがあります。各自の雇用形態

によって労働条件は異なりますが、可能であれ

ば、短日数勤務制度（p.9 参照）等を活用し、

週に数日の勤務や半日勤務等から少しずつ慣らし、慣れてきたらフルタイム勤務に戻すこ

とも一つの方法です。まずはご自身が希望する勤務形態を考えつつ、職場の上司に、どの

ような方法が可能かを早めに相談しておくことが必要です。 

男女協働参画支援室/

保育支援室で、キャリ

ア関連図書の貸出をし

ています！ 
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Q7．現在、育児休業中ですが、子どもの保育園入園の目処がたちません。入園が確定する

まで、予定していた育児休業期間を延長することはできるのでしょうか？  

A：保育園に入園できない等の特別な理由がある場合は、育児休業終了予定日の原則 1ヶ

月前までに「育児休業期間変更届」を提出することにより、育児休業の期間を 1 回まで延

長することができます（p.7 参照）。 

保育園をお探しの場合は、自治体の認可保育園のみでなく、認証保育所（東京都）や認

可外保育園も視野に入れると候補が増えるかもしれません。自治体の HPなどを確認し、一

定の基準を満たした施設を選び、予め見学をして選ぶと安心でしょう。また、本学にはわ

くわく保育園が設置されており、定員に空きがある場合は、その都度、入園募集を行って

おります。保育園選びにお悩みがあるときは、一度、キャリア相談室にご相談ください。 

 

 

Q8．復職後も、母乳育児を続けることは可能ですか？ 

 A：男女協働参画支援室/保育支援室では、安心して授乳・搾乳ができる個別スペースを

設けております。母乳を保存できる冷凍庫や衛生品など、搾乳に必要な備品も揃えており

ますので、お気軽にご活用ください。仕事中に授乳や搾乳の時間を確保するためには、1日

2回 30分ずつ取得できる保育休暇（Ⅲ-11）を活用すると良いでしょう。 

 

 

Q9．附属病院で放射線を取り扱う業務についています。赤ちゃんへの影響が心配なのです

が、勤務内容の変更や異動を申し出たほうが良いのでしょうか。 

A：妊娠中の放射線業務従事者の線量限度は、電

離放射線障害防止規則第 2章第 6条等により、内

部被曝による実効線量については１ミリシーベ

ルト、腹部表面に受ける等価線量については２ミ

リシーベルトが限度と定められています。 

本学では妊娠中の職員の業務を軽減すること、

または体に負担のない業務に就くこと（軽易業務

への転換）（Ⅱ-3）が認められています。上記以上の放射線を取り扱う業務に就いている場

合は、上司へ相談のうえ、業務内容をご調整ください。 

 

  

Q10．臨床研修医です。妊娠が判明して産休を取得した場合でも、初期臨床研修を修了する

ことができますか？ 

A：臨床研修医は非常勤・日々雇用職員です。医師の場合は、2年間の初期臨床研修の厚

生労働省の修了認定基準を満たすためには、休暇 90日（1週間の勤務日数を 5日として計

算）を超えた場合、休暇分の研修延長が必要となります。歯科医師の場合は、1年間の臨床

男女協働参画

支援室/保育

支援室で、マタ

ニティ白衣を貸

出しています！ 
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研修の修了認定基準を満たすためには、休暇 45日（1週間の勤務日数を 5日と計算）を超

えた場合、休暇分の研修延長が必要となります。産休は産前 6 週、産後 8 週ですので、休

暇がこの範囲にとどまれば研修を延長する必要はありません。 

 

 

Q11．学生ですが、出産・育児にあたり、利用できる制度はありますか？ 

A：学生の方が妊娠・出産・介護などをされる場合には、休学できます。休学する場合に

は、授業料が免除される場合があります。（ただし、既納の授業料は如何なる理由があって

も返還できません。） 

休学手続き 
３ケ月以上休学する場合、学部生は休学する 2 ケ月前までに、大学院生は前々月

の２０日までに「休学願」を保証人連著で所属する各担当部署※に提出。 

復学手続き 
学部生は復学希望日の２ケ月前までに大学院生は前々月の２０日までに、「復学

願」を保証人連著で所属する各担当部署に提出。 

※巻末の各届出＜問合せ＞一覧をご覧ください。 

 

 学部生 大学院生 

休学できる
期間 

2年以内※ 1年以内※ 

在学できる
期間 

 

在学できる期間は、休学期間を除き、医学部医学科およ

び歯学部歯学科の学生は 10 年まで、医学部保健衛生学

科および歯学部口腔保健学科の学生は 8年まで。休学・

復学の手続きをする前にグループ担当教員または学年

担当教員と面談を行ってください。 

在学できる期間は標準

修業年限の 2倍。休学・

復学の手続きをする前

に指導教員と面談を

行ってください。 

※特別な事情があるときには、さらに 1年以内の休学が許可されることもあります。 

学部生はシラバスの「学生周知事項」、大学院生はシラバスの「諸手続きについて」の休学に関する 

事項をご確認ください。 
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育児中の教職員２名に、どのように“育児”と“仕事”を両立しているか伺いました。 

 

Ca
se
１

 お子さんの人数（年齢） 3人（8歳 6ヶ月、3歳 6ヶ月、1歳 5ヶ月） 

直近の育児休業取得期間 2015年 4月 30日～2015年 5月 28日 

職業区分 臨床医・研究職 

 インタビュー：2016 年 7月 

 

【出産前についてお伺いします】 

1.上司や周囲に育児休業を取得すると伝えた時期と、その時期に伝えた理由を教えてくだ

さい。 

出産後、育児休業 1ヶ月ほど前に伝えました。 

直前まで、育休による、自分にとってのメリット/デメリットと、上司にかかる負担のバラ

ンスに悩んでいたので。 

 

2.休業中の引継ぎはどのように行いましたか。 

メール、対面、カルテにサマリを残す等、複数の方法で行いました。 

 

【出産後についてお伺いします】 

3.保育園探しはどのように行いましたか。 

入りにくいことが予想されたので、通園可能なあらゆる保育園に申し込み、かつ一箇所は

滑り止めとして高額な認可外園に予約金を払って予約しましたが、最終的に認可保育園に

入園が許可されました。 

 

4．復職に対する不安はありましたか。その場合、不安への対応策が

あれば教えてください。 

家事、育児と仕事がこなせるのか不安があったので、主人が時短を

申請し、仕事の負荷も最低限から段階的に増やしました。 

 

5.育児休業を取得してよかったことは何ですか。 

自分の体力回復と、子どもとの時間が多少とも長く持てたことです。 

 

【復職後についてお伺いします】 

6.復職後のワーク・ライフ・バランスには満足していますか。 

まあまあ満足しています。 

 

7.育児休業を取得したことでの仕事への考え方の変化はありましたか。 

ありません。 

Ｑ：「配偶者は育児休業
を取得しましたか」 
Ａ：配偶者の育休はあり
ませんでした。産後は実
家（遠方）で、2 ヶ月過ご
すことができたので、特
に取得してほしいとは思
いませんでした。 
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8.育児と仕事を両立するうえで大切にしていることは何ですか。 

自分の体調管理、仕事、育児それぞれにバックアップ体制を整える（急な欠勤時のワーク

シフトをあらかじめ確保（代診、学会の代演者など）することです。逆に、重要な仕事で

子どもに対応できない場合は対応者を 2重に（夫と祖母など）確保しています。 

 

Ca
se
２

 お子さんの人数（年齢） 1人（3歳 10ヶ月） 

直近の育児休業取得期間 2012年 8月～2014年 3月 31日 

職業区分 事務職（図書館 図書・雑誌係）    

インタビュー：2016 年 8月 

 

【出産前についてお伺いします】 

1.上司や周囲に育児休業を取得すると伝えた時期と、その時期に伝えた理由を教えてくだ

さい。 

直属の上司には妊娠 3 ヶ月頃に伝えました。後任の調整をしていただくためと、つわりな

どの体調の変化があったために知らせておきたかったからです。その他の職員には、安定

期に入ってから伝えました。第一子で、妊娠初期では何があるかわからなかったので、落

ち着くまでは言いませんでした。 

 

2.休業中の引継ぎはどのように行いましたか。 

以前に自分の部署にいた非常勤職員さんに休業前に異動していただき、現状の業務を 2～3

ケ月の間に一緒に行いながら引き継いでいきました。 

 

【出産後についてお伺いします】 

3.保育園探しはどのように行いましたか。 

私の住んでいる区は 0 歳児の枠が少なく、兄弟枠があるのでほとんど無理でしたが、区の

HPの情報をもとに、可能性のある認可保育園を見学して回りました。 

子どもが 1 歳児になった時には 2 駅先まで範囲を広げて、応募する園は全て見に行きまし

た。また、地域の未就園児向けのイベントを開催している園がいくつかあったので、積極

的に参加し、園内の様子・先生の対応等を確認しました。認可保育園の入園可否は 2 月に

ならないとわからないので、同時に認可外の保育園も探しました。通える範囲内の園を区

の HPで確認し、それぞれ見学を行い、説明会、面接に臨んで入園可の状況にしてから認可

保育園の結果を待ちました。 

 

4．復職に対する不安はありましたか。その場合不安への対応策があれば教えてください。 

子育てと仕事の両立ができるのかが不安でした。入園後しばらくは子どもが体調を崩すと

聞いていましたが、実際想像以上に保育園に行けない日がありました。それを見越して、

自分の母に数週間家に来てもらうように調整しました。その期間後には、どうしてもの時

は朝、実家に電話し、新幹線に飛び乗って駆けつけてもらったこともあります。 
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5.育児休業を取得して良かったことは何ですか。 

自分に精神的な余裕が生まれるまで育児ができた事です。産休明け復帰だと、体力面はも

ちろん、精神的に参っただろうと思います。 

 

【復職後についてお伺いします】 

6.復職後のワーク・ライフ・バランスには満足していますか。 

概ね、満足しています。今日はもう少し業務がしたいな、と思うこともありますが、切り

替えるようにしています。 

 

7.育児休業を取得したことでの仕事への考え方の変化はありましたか。 

納得できるまで仕事をするというよりは、業務を区切って割り切ることが多くなったかも

しれません。無理に残業するよりは、時間当たりの効率が上がったような気がします。 

 

8.育児と仕事を両立するうえで大切にしていることはなんですか。 

休みの日を充実させる。平日は時間が足りないので、遊びに行くにしろ、休むにしろ、子

どもとの時間を大事にしつつやりたいことをやるようにしています。自然とストレスを解

消しているように思います。 

 

9.育児と仕事を両立させるために配偶者の方と工夫されていることがあったら教えてくだ

さい。 

子どもに何かあったら、なるべく交代で休みを取る。家にいる時間が少なくても、やれる

ことはやってもらうなど。 

例えば、私が朝食準備中に、夫には体温を測って保育園のお知らせ帳に記入してもらう、

というように、役割分担をしています。 

 

10.本学が男女ともに育児と仕事を両立しやすい環境整備をするために必要なことは何だ

と思いますか。 

育児制度をより広げていき、利用例を増やしていくことで、周りの理解が得られていくの

ではないかと思います。 

例えば、小学校低学年まで育児部分休業が利用できるようにし、それを多くの人が取得し、

休むのが当たり前になっていくという流れをつくっていければ理想です。子育て中に育児

部分休業を使うことが特殊ではない環境になるように、そもそもの有給休暇取得率をあげ

る必要があるかもしれません。 

 

11.今後の目標を教えてください。 

「ママ大好き、お仕事頑張ってね」とこれからも言ってもらえるような生活を続けていく

こと。 

 

 

Ｑ：妊娠から出産するまでに利用した“支援制度”があれば教えて
ください。 
Ａ：妊婦通勤緩和の制度を使い、通勤ラッシュを過ぎた時間に出勤
させてもらいました。 



 

 

出産
育児

介護
出産※

育児
介護

　結婚※

　 離婚
引越

 ・ 医歯学総合研究科（医学系）

 ・ 保健衛生学研究科

 ・ 医学部

 ・ 医学部附属病院

 ・ スポーツサイエンス機構

 ・ 医歯学総合研究科（歯学系）

 ・ 歯学部

 ・ 歯学部附属病院

 ・ 統合研究機構（各センター含む）

 ・ 高等研究院

 ・ オープンイノベーション機構

 ・ リサーチ・ユニバーシティ機構

 ・ 生体材料工学研究所

 ・ 難治疾患研究所

 ・ 教養部

 ・ 統合教育機構

 ・ 統合情報機構

 ・ 統合国際機構

 ・ 学生支援・保健管理機構

 ・ 職員健康管理室

 ・ 環境安全管理室

 ・ 本部事務職員

 教養部（1年生）

 歯学部

 医学部　医学科

 医学部　保健衛生学科

大学院医歯学総合研究科博士課程（医歯学系専攻）

大学院研究生

大学院特別研究学生

大学院医歯学総合研究科博士課程（生命理工学系専

攻）

大学院医歯学総合研究科修士課程

大学院保健衛生学研究科

・介護休業給付
・扶養親族届

・氏名変更届

休業等

・育児休業

給付

・出産手当金

・出産費/出産育児

一時金

・育児休業給付

・扶養親族届

保険証関係

・住所変更

　届

★各ライフイベントに合わせて必要となる「休学願」「改姓届」「住所・本籍地変更届」「保証人変更届」を所属する教務係に提出

教養部　事務部　教養教務・支援係
内線：7106　k.kyoumu.adm@cmn.tmd.ac.jp

歯学部事務部歯学系教務係
内線：5411　s-kyomu.adm@ml.tmd.ac.jp

学
生

学部生

大学院生

Ⅺ.各届出＜問合せ＞一覧
（2019年8月現在）

身
分

所属 ・介護休業

医学系

事務局
総務部人事労務課

医学系人事係
内線：5930、5019

i-jinji@ml.tmd.ac.jp

事務局
総務部人事労務課

福利厚生係
内線：5043（常勤職員）

        4533（非常勤職員）
kyosai.adm@tmd.ac.jp

※　「結婚休暇」は“休暇簿”を所属の各部局の労働時間管理部署に提出してください。

     結婚、出産等で家族を保険（共済、社保）の被扶養者に入れる場合は、福利厚生係へ申請が必要になります。

教
職
員

医歯学
系以外

事務局
総務部人事労務課

総務係
内線：5089,7191

jinjisoumu.adm@tmd.ac.jp

歯学系

事務局
総務部人事労務課

歯学系人事係
内線：5407、7302

d-jinji@ml.tmd.ac.jp

医学部事務部医学教務係
内線：5120　gakumu1@ml.tmd.ac.jp

医学部事務部保健衛生教務係
内線：5119　gakumu2.adm@tmd.ac.jp

統合教育機構　学務企画課　大学院教務第一係
内線：4679　grad01@ml.tmd.ac.jp

統合教育機構　学務企画課　大学院教務第二係
内線：4534　grad02@ml.tmd.ac.jp
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