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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、 
多様な取り組み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・介護に役立つ情報をご紹介しております。 

どうぞご活用ください。 
 
 

 
  



 

 
育児関連の取り組み 

 
✿ファミリーサポート 一時保育や病児保育の利用 
✿派遣型病児保育 急なニーズにも対応 
✿授乳・搾乳室 プライバシーに配慮した専用スペース 
✿キャリア・ライフ相談室 仕事と育児なんでも相談 
✿貸出 書籍、マタニティ白衣 
✿ママ・パパ交流会 気軽に情報交換 
 
 
 
 
 
 
 

お気軽にお問い合わせください。 
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妊娠・出産・育児・介護に関する休暇(休業)制度一覧 
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・出産 育児 
介護 

妊娠 産前6週 出産 産後8週 1歳 3歳 入学 

1 危険業務禁止●● 1 危険業務禁止●● 1 危険業務禁止●● 

2 妊産婦健診(産前・産後休暇期間を除く)●●◆    

3 妊婦通勤緩和●●◆        

4 軽易業務への転換(産前・産後休暇期間を除く)●●    

5 妊娠中の休息・補食●●        

6 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)●●    

 7 産前・産後休暇●●◆ 9 育児休業●●●  18 介護休業● 

    9 育児休業●●    

  8 父親の出産付添休暇●◆      

    10 育児部分休業(短時間勤務制度)● 19 介護部分休業● 

    11 育児を理由とする短日数勤務制度●● 20 介護を理由とする短日数勤務制度●● 

    12 育児短時間勤務制度●  

    13 早出遅出勤務制度●● 21 早出遅出勤務制度●● 

 16 父親の育児参加休暇●◆ 14 保育休暇●◆   22 介護休暇●◆ 

    15 子の看護休暇●◆  

    17 育児中の労働時間への措置●   

    17⑴ 育児中の労働外時間の免除●  23 介護中の労働時間への措置● 

    17⑵ 育児中の労働外時間の制限● 23⑴ 介護中の時間外労働の制限● 

    17⑶ 育児中の深夜勤務の免除● 23⑵ 介護中の深夜勤務の免除● 

●全ての職員 ●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 ●雇用期間の定めがある常勤職員は非常勤職員と同じ 
●医員のみ ◆常勤のみ有給 
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妊娠～出産に関する制度 
1 危険業務禁止 

 常勤 非常勤  
女性 利用可 
男性 ― ― 

提出書類 なし 
職員安全衛生管理規則第45条第1、2項 
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、妊娠中の職員および産後1年を経過しない職員(以下、｢妊産婦で
ある職員｣という)は、妊娠・出産・哺育に有害となる業務に就くこと
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)。
ガラスバッジを身につけ、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。 
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2 妊産婦健診 
 常勤 非常勤  

女性 有給 無給 
男性 ― ― 

提出書類 休暇簿(病気休暇・特別休暇・健康診断用) 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 取得希望日前日(やむを得ない時は事後の届出も可) 

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1⑷) 
非)パートタイム職員の就業に関する規則第14条第2項⑵ 
❏男女雇用機会均等法第12条 
妊産婦である職員は、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。 
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3 妊婦通勤緩和 
 常勤 非常勤  

女性 有給 無給 
男性 ― ― 

提出書類 休暇簿(病気休暇・特別休暇・健康診断用) 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 取得希望日前日(やむを得ない時は事後の届出も可) 

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1⑸) 
非)パートタイム職員の就業に関する規則第14条第2項⑶ 
❏男女雇用機会均等法第13条 
妊娠中の職員は、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、1日を通じて1時間を超えない範囲の時間、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〉 
8:30～9:00         12:00～13:00           16:45～17:15 
  勤務時間 休憩 勤務時間   
↑妊婦通勤緩和 30分            妊婦通勤緩和 30分↑ 
 
〈取得例2〉 
8:30～9:30         12:00～13:00              17:15 

    勤務時間 休憩 勤務時間 
↑妊婦通勤緩和 1時間                        
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4 軽易業務への転換 
 常勤 非常勤  

女性 利用可 
男性 ― ― 

提出書類 なし(各労務担当部署に要相談) 
職員安全衛生管理規則第47条第1項 
❏男女雇用機会均等法第13条 
妊産婦である職員は、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。 
 

5 妊娠中の休息・補食 
 常勤 非常勤  

女性 利用可 
男性 ― ― 

提出書類 なし(各労務担当部署に要相談) 
職員安全衛生管理規則第47条第2項 

妊娠中の職員の業務が、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。 
 

6 妊産婦の時間外・深夜勤務の禁止 
 常勤 非常勤  

女性 利用可 
男性 ― ― 

提出書類 なし(各労務担当部署に要相談) 
職員安全衛生管理規則第50条第2項 
❏労働基本法第66条第1項 

妊産婦である職員は、時間外勤務、深夜勤務の免除が認められます。 
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7 産前・産後休暇 
 常勤 非常勤  

女性 無給※1 無給※2 
男性 ― ― 

提出書類 産前産後休暇取得申請書 分娩予定日の入った 
母子手帳の写し 

提出先 人事労務課給与・福利厚生係 
☞https://www.tmd.ac.jp/jinji/syussann/tetuduki/ 

いつまで 開始希望日の2ヶ月前 
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1⑸⑹) 
非)パートタイム職員の就業に関する規則第13条第2項⑴⑵ 
❏男女雇用機会均等法第12条 
※1 文部科学省共済組合から出産手当金(標準報酬日額の2/3が上

限)を受給することができます。☞p.28 
※2 全国健康保険協会に加入している非常勤職員は、出産手当金を

受給することができます。☞p.28 
妊娠中の職員は、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、出産後は、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)。 
■申請前に上司及び年休を申請する部署にも産休を取る旨をお話しく
ださい。 

■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。 
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8 父親の出産付添休暇 
 常勤 非常勤  

女性 ― ― 
男性 有給 ― 

提出書類 休暇簿(病気休暇・特別休暇・健康診断用) 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 取得希望日前日(やむを得ない時は事後の届出も可) 

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1⑻) 
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)。 
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育児に関する制度 
9 育児休業 

 常勤 非常勤  
女性 

無給 
男性 

提出書類 育児休業申出書 育児休業対象児出生届 
提出先 人事労務課各担当係 
いつまで 開始希望日の1ヶ月前 子の出生より2週間後 

育児休業等規則第1～15条 
●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、育児休業給付を受けることができます。☞p.29 

●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。 
➊1週間の所定労働日数が3日以上ある 
➋1年以上勤務している 
➌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など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、育児休業給付を受けることができます。☞p.29 

  

配偶者が専業主婦/
主夫の場合も、育児
休業を取得できます。 
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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。 

 
出生 8週間        1歳 3歳 
                              

父 
育休 

        育休(a)  
      育休(b)    

 
 
■雇用期間の定めのない職員は、お子さんが3歳になる日まで(a)、雇
用期間の定めのある職員は、お子さんが1歳になる日まで(b)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。 

 
出生            3歳 
                              

母 

              

育児休業 1回目 ←  3ヶ月以上  → 育児休業 2回目 
 

父 
 

              
  

出産直後の大変な時期
を夫婦で乗り切り、 
その後で 2回目を取得
できます。 
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●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。 

 
出生            1歳6ヶ月 
                              

母 
              

育児休業 1回目 
  

育児休業 2回目 
 

父 

   
              

 

❏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。また、その延長期間にお
いては、育児休業給付を受けることができます。☞p.29 
➊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 
➋育児休業開始予定日が、お子さんの誕生日以前である 
➌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〉 
出生 8週間        1歳 1歳2ヶ月 
                              

母 
産休 育児休業 

   

          
父 

育児休業 
 

  

配偶者が復帰する大変
な時期を、夫婦で協力
して乗り越えましょう。 
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10 育児部分休業(短時間勤務制度) 
 常勤 非常勤  

女性 
無給 

男性 
提出書類 育児休業申出書 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 開始希望日の1ヶ月前 

育児休業等規則第16～20条 
●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。 
➊1週間の所定労働日数が3日以上ある 
➋1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。 
8:30～9:00         12:00～13:00           16:45～17:15 
  勤務時間 休憩 勤務時間   
↑育児部分休業 30分            育児部分休業 30分↑ 
 
〈取得例2〉1日あたり4時間の場合、分割して取得することはできません。 
8:30             12:15～13:15             17:15 

勤務時間 休憩 育児休業部分 4時間 
8:30              12:30～13:30            17:15 

育児休業部分 4時間 休憩 勤務時間 
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11 育児を理由とする短日数勤務制度 
 常勤 非常勤  

女性 
利用可※1 ※2 

男性 
提出書類 育児短日数勤務申出書 
提出先 人事労務課各担当係 
いつまで 開始希望日の2ヶ月前 

職員就業規則第38条の5第3項 
育児休業等規則第22条 

※1 雇用期間の定めがある職員は対象となりません。 
※2 勤務時間数によって給与に変動が生じます。 
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。 
➊週3日×7時間45分 
➋(週2日×7時間45分)＋(週1日×3時間30分 or 4時間15分) 

■申請前に必ず上司に相談し、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、➊➋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。 
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12 育児短時間勤務制度 
 常勤 非常勤  

女性 
医員のみ利用可※1 

男性 
提出書類 育児短時間勤務申出書 子の出生を証明する書類 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 開始希望日の1ヶ月前 

医員等取扱規則第12条 
※1 勤務時間数によって給与に変動が生じます。 
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
得た上で、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：15時間30分/週(週2日勤務) 

医師免許を有する医員 16時間/週(週2日勤務) 
勤務時間帯：8時30分～17時15分 

うち休憩時間 12時00分～13時00分 
医師免許を有する医員 12時00分～12時45分 

■本制度で勤務する場合は、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。 
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13 早出遅出勤務制度 
 常勤 非常勤  

女性 
利用可 ※ 

男性 
提出書類 早出遅出勤務請求書 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 開始希望日の1ヶ月前 

職員の労働時間、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 

※非常勤職員の勤務時間変更については、各部署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。 
 
7:00 早出勤務1 -1時間30分 15:45     19:15 
 7:30 早出勤務2 -1時間 16:15       
  8:00 早出勤務3 -30分 16:45      
   8:30 通常勤務時間 17:15     
    9:00 遅出勤務1 +30分 17:45    
     9:30 遅出勤務2 +1時間 18:15   
      10:00 遅出勤務3 +1時間30分 18:45  
7:00     10:30 遅出勤務4 +2時間 19:15 
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14 保育休暇 
 常勤 非常勤  

女性 
有給 無給 

男性 
提出書類 休暇簿(病気休暇・特別休暇・健康診断用) 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 取得希望日前日(やむを得ない時は事後の届出も可) 

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1⑺) 
非)パートタイム職員の就業に関する規則第13条第2項⑶ 
❏労働基本法第67条 
●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。 
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15 子の看護休暇 
 常勤 非常勤  

女性 
有給 無給 

男性 
提出書類 休暇簿(病気休暇・特別休暇・健康診断用) 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 取得希望日前日(やむを得ない時は事後の届出も可) 

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1⒃) 
非)パートタイム職員の就業に関する規則第13条第2項⑸ 
●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。 
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16 父親の育児参加休暇 
 常勤 非常勤  

女性 ― ― 
男性 有給 ― 

提出書類 休暇簿(病気休暇・特別休暇・健康診断用) 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 取得希望日前日(やむを得ない時は事後の届出も可) 

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1⒅) 

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。 
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17 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、下記の措置を請求できます。なお、⑴および⑵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。 
 

⑴育児中の時間外労働の免除 
 常勤 非常勤  

女性 
利用可 

男性 
提出書類 時間外労働免除申請書 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 開始希望日の1ヶ月前 

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 
●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。 
➊1週間の所定労働日数が3日以上ある 
➋1年以上勤務している 
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⑵育児中の時間外労働の制限 
 常勤 非常勤  

女性 
利用可 

男性 
提出書類 時間外労働短縮請求書 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 開始希望日の1ヶ月前 

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。 
➊1週間の所定労働日数が3日以上ある 
➋1年以上勤務している 
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⑶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 非常勤  

女性 
利用可 

男性 
提出書類 深夜労働制限請求書 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 開始希望日の1ヶ月前 

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 
●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。 
➊1週間の所定労働日数が3日以上ある 
➋1年以上勤務している 
➌お子さんの面倒を見る16歳以上の家族が深夜にいない 
➍所定労働時間の全部が深夜でない 
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介護に関する制度 
18 介護休業 

 常勤 非常勤  
女性 

無給 
男性 

提出書類 介護休業申出書 
提出先 人事労務課各担当係 
いつまで 開始希望日の1週間前 

介護休業等規則第1～16条 
●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、介護休業給付を受けることができ
ます。☞p.29 
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。 
➊1週間の所定労働日数が3日以上ある 
➋1年以上勤務している 
➌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
護休業給付を受けることができます。☞p.29 

  



22 

19 介護部分休業 
 常勤 非常勤  

女性 
無給 

男性 
提出書類 介護休業申出書 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 開始希望日の1週間前 

介護休業等規則第1～3条、第17～22条 
●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。 
➊1週間の所定労働日数が3日以上ある 
➋1年以上勤務している 
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20 介護を理由とする短日数勤務制度 
 常勤 非常勤  

女性 
利用可※ 

男性 
提出書類 短日数勤務申出書兼同意書 
提出先 人事労務課各担当係 
いつまで 開始希望日の2ヶ月前 

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 

※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。 
■申請前に必ず上司に相談し、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。 
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21 早出遅出勤務制度 
 常勤 非常勤  

女性 
利用可 ※ 

男性 
提出書類 早出遅出勤務請求書 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 開始希望日の1ヶ月前 

職員の労働時間、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 

※非常勤職員の勤務時間変更については、各部署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。 
 
7:00 早出勤務1 -1時間30分 15:45     19:15 
 7:30 早出勤務2 -1時間 16:15       
  8:00 早出勤務3 -30分 16:45      
   8:30 通常勤務時間 17:15     
    9:00 遅出勤務1 +30分 17:45    
     9:30 遅出勤務2 +1時間 18:15   
      10:00 遅出勤務3 +1時間30分 18:45  
7:00     10:30 遅出勤務4 +2時間 19:15 
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22 介護休暇 
 常勤 非常勤  

女性 
有給 無給 

男性 
提出書類 休暇簿(病気休暇・特別休暇・健康診断用) 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 取得希望日前日(やむを得ない時は事後の届出も可) 

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1⒄) 
非)パートタイム職員の就業に関する規則第13条第2項⑹ 

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。 
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23 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、下記の措置を請求できます。なお、⑴および⑵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。 
 

⑴介護中の時間外労働の制限 
 常勤 非常勤  

女性 
利用可 

男性 
提出書類 時間外労働短縮請求書 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 開始希望日の1ヶ月前 

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。 
➊1週間の所定労働日数が3日以上ある 
➋1年以上勤務している 

  

通院の付添い、手続き
の代行、家事や買い物
も対象になります。 



27 

⑵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 非常勤  

女性 
利用可 

男性 
提出書類 深夜労働制限請求書 
提出先 各部署の労働時間管理員 
いつまで 開始希望日の1ヶ月前 

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 
●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。 
➊1週間の所定労働日数が3日以上ある 
➋1年以上勤務している 
➌要介護者を介護できる16歳以上の家族が深夜にいない 
➍所定労働時間の全部が深夜でない 
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給付について 
給付については手続きが必要です。事前にご相談ください。 
☞総務部人事労務課給与・福利厚生係(1号館1階➄窓口) 
 5043 
 kyosai.adm@tmd.ac.jp 

 
1 共済掛金・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共済掛金および社会保
険料の免除制度があります。少なくとも産前休暇に入る2ヶ月前まで
に申請してください。 
対 象 ・常勤職員(共済組合員) 

・非常勤職員のうち、社会保険加入者 
詳 細 https://www.tmd.ac.jp/jinji/tetsuduki_syussan/ 

 
2 出産手当金 
出産のために勤務を休んだときに給付を受けることができます。 

 文部科学省共済組合 
(黄色の保険証の方) 

全国健康保険協会 
(水色の保険証の方) 

対 象 組合員 被保険者 
支給額 1日につき標準報酬の日額※

の3分の2(上限) 
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)、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。 

詳 細 https://www.tmd.ac.jp/ar
chive-tmdu/soumujinji/sy
ussanteatekin.pdf 

https://www.kyoukaikenp
o.or.jp/g3/sb3290/r148/ 

※標準報酬の月額の22分の1に相当する額 
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3 出産費または出産育児一時金 
出産したときに給付を受けることができます。 

 文部科学省共済組合 
(黄色の保険証の方) 

全国健康保険協会 
(水色の保険証の方) 

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 

対 象 組合員または 
その被扶養者 

被保険者または 
その被扶養者 

支給額 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。 

詳 細 https://www.monkakyosai
.or.jp/ 

https://www.kyoukaikenp
o.or.jp/ 

 

4 育児休業給付 
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ヶ月または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給付を受けることができます。 
■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％) 
 

5 介護休業給付 
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給付を受けることができます。 
■支給額：休業開始時賃金日額×支給日数×67％ 

http://w/
http://w/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
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学内の保育・育児支援サービス 
1 わくわく保育園 
湯島地区6号館に文京区の認可を受けた保育施設｢わくわく保育園｣
(定員24名程度、対象児0～2歳)があり、従業員枠と地域枠の双方で入
園希望を受け入れています。 
☞総務部人事労務課給与・福利厚生係 
 03-5803-4654 
 hoiku.adm@cmn.tmd.ac.jp 
 https://www.tmd.ac.jp/cmn/syokuin/wakuwaku/index.html 

 

2 ファミリーサポート 
お子さんの保育園送迎や一時預かり、病児保育やお泊まり保育などの
サービスを利用することができます。サービスの提供者は子育てを支
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、ファミリーサポートへの登録と、事前打ち合わせ(マッチング)が
必要です。 
☞学生･女性支援センター 男女協働参画支援室/保育支援室 
 03-5803-4173 
 family-support.ddu@tmd.ac.jp 
対 象 生後2ヶ月から中学校3年生までのお子さんがいる教職

員と学生 
料 金 一時預かり保育の場合(保育者の移動時間含む) 

平日 7時～19時 800円/h 
19時～22時 900円/h 

保育者の交通費(実費) 
詳 細 https://www.tmd.ac.jp/cmn/ddu/project/family_suppo

rt.html 
 

mailto:hoiku.adm@cmn.tmd.ac.jp
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3 派遣型病児保育 
お子さんが病気のとき、あるいは回復期で体調がすぐれないとき、㈱
ネス・コーポレーションに所属するシッターがご自宅まで伺い、お子
さんの病児・病後児ケアを行います。ケアにかかる費用の一部を大学
が負担します。 
☞学生･女性支援センター 男女協働参画支援室/保育支援室 
 03-5803-4921 
 info.ang@tmd.ac.jp 
対 象 ・生後0ヶ月から小学校6年生までのお子さんがいる教

職員(週31時間以上勤務の方)と学生(正規生) 
・東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県にお住まいの方 

(一部の地域では、ご利用が難しい場合があります) 
料 金 利用者負担 

お子さま一人当たり 9時～18時 625円/h 
18時～22時 725円/h 
22時～ 9時 780円/h 

シッターの交通費(実費) 
詳 細 https://www.tmd.ac.jp/ang/torikumi/manda.html 

 

4 ｢えらべる倶楽部｣育児補助券 
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。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。 
対 象 教職員(週20時間以上勤務の方) 
料 金 700円/h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 
詳 細 https://www.elavel-club.com/ 
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5 授乳・搾乳室 
湯島地区5号館3階に授乳・搾乳室があります。 
☞学生･女性支援センター 男女協働参画支援室/保育支援室 
 03-5803-4921 
 info.ang@tmd.ac.jp 
 https://www.tmd.ac.jp/ang/nursingroom.html 

 

6 ｢えらべる倶楽部｣介護補助金サービス 
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。 
対 象 教職員(週20時間以上勤務の方) 
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 
詳 細 https://www.elavel-club.com/ 

 
 

テレワーク制度 
職員のワーク・ライフ・バランスの向上と
ともに、業務の生産性、効率性の推進を目
的として実施しています。病院所属職員
については、病院長が特に必要と認める
場合に利用できます。 

☞総務部人事企画課システム管理係 
 03-5803-4663 
 jinjisoumu-roumu.adm@tmd.ac.jp 
 https://www1.tmd.ac.jp/jinji/roumu/roumukanri/ 

telework/ 

参考 
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よくある質問 
妊娠がわかった場合、いつ頃、周囲や上司に伝えたらよいでしょ
うか？ 

可能であれば、なるべく早めに伝える方がよいです。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・産後休暇や育児休業の取得により、一定の期間本人が

不在になりますと、上司や周囲の方々は、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、
特にこのことが当てはまります(☞Q4)。 
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、理解や協力を得ておくと
よいでしょう。 
 

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？ 

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、周囲に迷惑を掛けるの

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、
｢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｣と話しかけることも重要です。 
また、妊娠中は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、空調を整え、

Q1 

Q2 
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夏であれば冷房から離れた席に移動するなどの工夫も重要です。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(☞p.5)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、妊産婦健診(☞p.3)や妊婦通勤緩和(☞p.4)、産

前・産後休暇(☞p.6)や育児休業(☞p.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、働き方の見通しを立ててお
くことも必要です。 
 

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

でょうか？ 
妊娠中の職員については、軽易業務への転換(☞p.5)が認められてい

ます。また、Q2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上、
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 

5～10年未満 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) 

提出書類 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) 

 

Q3 
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産前・産後休暇や育児休業で休む場合、代替職員の雇用は認め
られますか？ 

産前・産後休暇中、育児休業中においては、代替職員の雇用が認めら
れます。代替職員の雇用を希望する場合は、上司と相談の上、総務部
人事労務課にお問い合わせください。 
 

育児休業や介護休業の取得は、評価に影響しますか？ 
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、その申出や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。 
 

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？ 

産後から復職する際は、体力的な不安だけでなく、休暇・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できるのかと
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、状況によっては、短日数勤務制度(☞p.12)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、どのような方法が可能かを早めに上司に相談
しておくことが必要です。 
  

Q4 

Q5 

Q6 

キャリア関連の図書を 
貸し出しています。 
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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ますか？ 

保育園に入園できないなど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｢育児休業期間変更申出書｣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.9)。 
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(☞p.30)が設置されており、定員に

空きがある場合は、随時入園募集を行っております。また、ファミリー
サポート(☞p.30)を活用して、一時的な危機を乗り越えることも可能
です。保育園探しにお悩みがあるときは一度、キャリア・ライフ相談
室にご相談ください。 
 

復職後も、母乳育児を続けることは可能ですか？ 
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(☞p.15)を活用するとよいでしょう。 
 

附属病院で放射線を取り扱う業務に就いており、赤ちゃんへの
影響が心配です。 

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は体に負担のない業務に就くこと(☞p.2)や、

業務を軽減すること(☞p.5)が認められています。上記以上の放射線を

Q7 

Q8 

Q9 
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取り扱う業務に就いている場合は、上司に相談の上、業務内容をご調
整ください。 
 

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はできますか？ 

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
が必要です。歯科医師の場合は、1年間の臨床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です。産休は産前6週、産後8週ですので、休
暇がこの範囲に留まれば、研修を延長する必要はありません。 
 

出産・育児にあたり、学生が利用できる制度はありますか？ 
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。その際、授業料が免除されます。ただし、既納の授業料は
いかなる理由があっても返還できません。 
 
休学手続き(3ヶ月以上休学する場合) 

 学部生 大学院生 
提出書類 休学願(保証人連署) 
提出先 各担当部署 ☞p.49 
いつまで 休学する2ヶ月前 前々月の20日 

 
復学手続き 

 学部生 大学院生 
提出書類 復学願(保証人連署) 
提出先 各担当部署 ☞p.49 
いつまで 復学希望日の2ヶ月前 前々月の20日 

Q10 

Q11 
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 学部生 大学院生 
休学できる

期間 
2年以内 1年以内 
特別な事情がある場合は、更に1年以内の休学が許可
されることもあります。 

在学できる
期間 

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。 

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。 

詳 細 シラバス｢学生周知事項｣
休学に関する事項 

シラバス｢諸手続きにつ
いて｣休学に関する事項 

  

気になることや困ったことがあれば、
お気軽にキャリア・ライフ相談室に
ご相談ください。 
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長期履修制度(大学院生のみ) 
 医歯学総合研究科 保健衛生学研究科 
対 象 ➀企業等の常勤の職員、

または自ら事業を行っ
ている方 

➁出産・育児・介護等を
行う必要がある方 

➂長期履修することが必
要と認められる方 

➀常勤で勤務している、
または自ら事業を行っ
ている方 

➁出産・育児・介護等を
行う必要がある方 

➂長期履修することが必
要と認められる方 

提出書類 長期履修申請書、在職証明書(上記➀の方)、➁➂を証
明する書類、その他必要と認める書類 

提出先 研究科長 
いつまで 入学(再入学、進学、編入

学、転科、転入学及び転
専攻を含む)志願者が長
期履修を希望する場合
は、入学手続き期間の最
終日。 
在学者が希望する場合、
医歯学専攻は3年次の2
月(10月入学者は8月)末
日、生命理工医療科学専
攻は2年次の2月(10月入
学者は8月)末日。 

入学(再入学、進学、編入
学、転科、転入学及び転
専攻を含む)志願者が長
期履修を希望する場合
は、入学手続き期間の最
終日。 
在学者が希望する場合、
最終学年の前年度の2月
末日。 

期 間 1年を単位とし、標準修業年限の2倍 
詳 細 https://www.tmd.ac.jp/faculties/graduate_school/ky

oumuka/#anchor7 
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インタビュー 
育児中の教職員に、どのように育児と 
仕事を両立しているか、伺いました。 
 
 
 
 

Case 1 
エフォート管理で“Work＆Life”をリバランス 
～臨床系教員の時間の作り方～ 
 
病院 歯系診療部門 歯科総合診療科 

則武 加奈子 講師(キャリアアップ) 

お子さんの人数(年齢) 1人(7歳) 
職業区分 研究者(臨床系) 
直近の育休取得期間 2014年10月～2015年3月 

(産前産後休暇：2014年6月～9月) 
インタビュー実施 2021年8月 

 
✿お子さまのご誕生から、保育園卒園までについて伺います。 
お仕事と育児の両立にあたり、工夫されていたこと、心がけていたこと
は何ですか。 
産休後、育休を6ヶ月取得し復職しました。復職後は全ての仕事を目

一杯こなし、1日の終わりには疲れきって、しまいには体調を崩し熱発
してダウンということも数回ありました。仕事もそうですが、家事と
育児にも“ここで終わり”という限度がありません。しばらく体感とし
て｢自分の時間は全くない｣状況が続きました。 



41 

そこで、ある意味必要に迫られて生活バランスを見直しました。ま
ず、帰宅後は仕事を原則しないと決め、家での時間を大切にするよう
にしました。一方、家のことをパートナーに任せて、仕事に集中する
日を忙しい時期に(年に数日)つくるようにもしました。そうするうち
に、納得のいく時間の使い方ができるようになり、自身の仕事もマネ
ジメントできるようになってきました。すると、体調も安定し、子ど
もが成長するにつれ、自分の時間も少しずつ持てるようになってきま
した。 
 
お仕事と育児の両立にあたり、苦労されたことは何ですか。 
研究支援員配備の支援を受けていましたが、研究の時間を捻出する

ことが難しく、焦りを感じることもありました。しかしながら、自身
の仕事のマネジメントができるようになってからは、少しずつその問
題が解消するようになってきました。 
また、コロナ禍の緊急事態宣言下では、保育園登園の自粛が求めら

れ、週に数日、テレワークで対応することになりました。子どもを見
ながら仕事をするのは容易ではないので、集中力を要する仕事は職場
で進め、それ以外の仕事を自宅でするなど、意識的に仕事内容を分類
することにしました。次第に普段から隙間時間に仕事をする際のオン/
オフの切り替えもスムーズになってきたように感じます。 
 
利用した“支援制度”があれば教えてください。 
大学の派遣型病児保育を利用していました。病児ケアのニーズは突

然発生することがほとんどなので、急な依頼にも対応してくれるサー
ビスがある安心感はありがたかったです。 
また、大学のテレワーク制度が始まったり、オンライン会議が主流

になったりするなど、仕事のフレキシビリティが格段に上がりました。
もちろん外来診療はテレワークというわけにいきませんが、自宅でで
きる仕事の幅も広がり、テレワーク普及のメリットは非常に大きいと
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思います。周囲にもテレワークを活用して、仕事を効率化している方
が多くいらっしゃいます。状況に応じて、テレワークを利用しやすい
環境がより整備されていくと良いと思います。 
 
✿お子さまの小学校入学後について伺います。 
生活のスケジュールは、お子さまの就学前からどのように変化しまし
たか。 
起床時間や就寝時間など、生活のスケジュールに大きな変化はあり

ませんが、子どもにとっては、日中を過ごす場所が変わったり、会う
人が変わったりなど、生活の中身に大きな変化がありました。子ども
はその変化を楽しんでくれているようです。 
初めての夏休みも、コロナ禍で少し心配していましたが、お友達と

学童保育で過ごす時間を楽しんでいたようです。 
 
お子さまの就学前に、準備したことなどがあれば教えてください。 
年中組の後半から、学童保育を探し始めました。保育園のママ友た

ちから近所の学童保育の情報を教えてもらい、気になったいくつかの
施設の説明会に参加し、希望するサービスを備えた施設を見つけ、決
定しました。 
地域にもよると思いますが、都市部では学童保育探しのタイミング

が早く始まります。様々な学童保育がありますので、自分の希望と
マッチする施設を選びたい場合は、少し早めに情報収集を始めておく
と安心かもしれません。 
 
現在のワーク・ライフ・バランスには満足していますか。 
試行錯誤を経て、自分の仕事をマネジメントできるようになってか

らは、ワーク・ライフ・バランスもだいぶ整ってきたように思います。 
どのようなことも、満足のいくところまで一気に変化させることは

難しく、その時々にやれることをやり続けた連続の上に、より良い状
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況が成り立つのだと思います。私の場合は、納得のいく時間の使い方
の模索から始めました。 
 
✿育児と仕事の両立について、パートナーと協力していることがあれ
ば教えてください。 
家事・育児を協力し合えるよう、子どもが生まれた時から、その都

度、必要なノウハウをパートナーに伝えるように心がけてきました。
おかげでパートナーに育児を一通り任せられる環境になりました。家
事・育児を完全に半分ずつ…とはいきませんが、必要な時は支え合え
る安心感が、精神衛生上の良さにつながっています。 
また、年中組の頃から、週に1日の決まった曜日は、パートナーが子

どものお迎えを担当しています。このことで、週に1日、私も時間的な
制約から少し解放されて、ある程度気が済むところまで仕事を進める
ことができています。そして、パートナーは、｢仕事が途中でも時間が
来たら帰らなくてはならない｣という私の現実を理解してくれるよう
になりました。それまでは、状況的な理解はできても、体感的な理解
はできていなかったように思います。このような現実的な感覚の共有
こそが、協力し合う上で重要になってくるように思います。 
 
✿本学が男女ともに育児と仕事を両立できる環境を整備するために大
事なことは何だと思いますか。 
エフォート管理が大事だと思います。研究も教育も臨床も際限なく

できますが、ひとりの人間が1日にできる仕事の量には限度がありま
す。達成が期待されるノルマとは別のところに、必修の講習会への参
加や提出書類の作成などがあり、そのような仕事も、本来であればエ
フォートに含まれると思うのですが、今のところ配慮はなされていな
いように感じます。特定の人が過多に仕事を担い続けてしまうと、最
後は総崩れに陥ってしまいます。そのようなリスクを回避するために
も、大学全体で効率化の仕組みをしっかり構築し、エフォート管理の
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問題に対峙していく必要があるのではないでしょうか。 
エフォート管理は難しい問題だと思いますが、縦型ではなく、組織

横断型で対応することで、改善の糸口が見えてくるのではないかと思
います。 
 
✿今後の目標を教えてください。 
数年前より研修歯科医の指導を担当しており、教育に軸足を入れて

いきたいと考えています。例えば、研修歯科医の教育体制の強化や改
良、新たな仕組みづくりなどを進めることで、研修歯科医一人ひとり
にとって臨床研修がより有意義なものになればという気持ちです。 
本学の教育はとても充実した優れたものであり、先輩たちが築き、

守ってきてくれた大切な財産です。私も後輩たちにその財産をしっか
りと継承したいと考えていますが、教員数の減少や業務の増加が進む
と、真っ先に手薄になってしまうのが教育の現実です。そうならない
よう、教育の重要性を意識的に捉えて大切に守っていきたいと思って
います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏、深緑の庭園を散策しました。 
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Case 2 
ワーク・ライフ・ガイドブックをフル活用 
～ライフイベント支援の現場から～ 
 
リサーチ・ユニバーシティ推進機構 
(男女協働参画支援室へ配属) 
中村 麻衣子 URA 

お子さんの人数(年齢) 2人(3歳、1歳) 
直近の育児休業取得期間 2020年5月～2020年12月 

(産前産後休暇：2020年2月～5月) 
職業区分 URA 
インタビュー実施 2021年10月 

 
✿出産前について伺います。 
上司や周囲に妊娠について伝えた時期を教えてください。 
妊娠がわかり、ひと月くらいしてからまず上司に、そして同室のメ

ンバーに伝えました。満員電車での通勤を避けるため、妊婦通勤緩和
の制度を使いたいと考えたからです。 
皆様が妊娠の報告を温かく受け入れてくれたことがありがたく、嬉

しかったです。仕事を精一杯がんばろうという前向きな気持ちで、産
休に入るまでの日々を過ごすことができました。 
 
休業中の引継ぎはどのように行いましたか。 
自分の仕事を書き出し、それぞれ業務の流れがわかるような資料を

作成しました。その上で、引継ぎの担当者を決めていただき、口頭で
の伝達を行いました。私の仕事は、外部資金関係の書類作成や女性研
究者比率に関するデータ作成・分析など、引継ぎが難しい部分もある
のですが、そのような仕事については、同室のメンバーに説明してお
くなどの工夫をしました。 
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利用した“支援制度”があれば教えてください。 
本書『ワーク・ライフ・ガイドブック』を参考にし、妊産婦健診、

妊婦通勤緩和、妊娠中の休息・補食を利用しました。各時間の確保は
有給休暇でカバーすることもできますが、妊娠を理由とした支援を積
極的に利用することで、“支援の存在自体”を周囲に知っていただきた
いという思いもありました。 
また、第一子の出産から復職した際は、保育休暇を利用して、授乳・

搾乳室を1日2回利用していました。授乳・搾乳室は、同室のメンバー
が整備してくれているのですが、温かく優しい雰囲気に包まれており、
リラックスして搾乳をすることができました。 
 
✿出産後について伺います。 
保育園探しはどのように行いましたか。 
第一子の時は認可保育園の0歳枠に申請したのですが、落ちてしま

いました。｢0歳枠に申請する人は少ないだろう｣と考えていたので
ショックでしたが、今思えば、いわゆる“きょうだい児加点”の影響で、
第一子の受入数が少なかったのだと思います。 
申請に落ちた直後から近所の認可外保育園に電話をかけまくり、一

駅隣ではありますが、少人数制の良い園が見つかりました。結果的に
は、子どもがその園をとても気に入ってくれたので良かったです。 
また、認可外保育園に通っていたおかげで翌年度の認可保育園申請

では加点がつき、第1希望の園に入ることができました。そして、第二
子の時は、“きょうだい児加点”のおかげで苦労することはありません
でした。 
今でも、第一子が通っていた認可外保育園に一時保育をお願いする

ことがあり、二人ともその時間を楽しみにしているようです。いろい
ろな先生方からの愛情をたっぷり受けて、ありがたいことに子どもた
ちは爛漫に育ってくれています。 
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現在のワーク・ライフ・バランスには満足していますか。 
おおよそ満足しています。昨年度、URAトレーニーからURAに昇進

したこともあり、仕事の幅が広がりました。その分、仕事の量と責任
が増え、タフさが必要となりましたが、やりがいがあり充実していま
す。また、個性の異なる二人の子どもとマイペースなパートナーとの
暮らしはハプニングの連続で、想像以上に慌ただしくなりましたが、
面白く楽しいです。 
一方、自分だけの時間がほぼ取れない状況にあり、ストレスを感じ

ることもありますが、そのような時は、家族が寝静まった後にヘッド
フォンで好きな音楽やラジオを聴いたりして、自身をメンテナンスす
るようにしています。 
 
✿育児と仕事の両立について、パートナーと協力していることがあれ
ば教えてください。 
夕食を一緒にとるようにしています。以前は、子どもと私/パート

ナーの二部制でしたが、時間的にも労力的にも私の負担が大きく、第
二子出産後から改善することにしました。 
パートナーは、会社の時差出勤制度を利用し、早朝勤務をして早め

に帰宅し、子どものお風呂と歯磨き、洗濯を担当してくれています。
それでも時間は足りず、とにかくバタバタしていますが、諸先輩方の
｢今が一番大変な時｣という言葉を励みに、“今”を乗り切りたいと考え
ています。 
 
✿本学が男女ともに育児と仕事を両立できる環境を整備するために大
事なことは何だと思いますか。 
ダイバーシティ、多様な個性の受容と尊重が大事だと思います。 
先日、真鍋叔郎さんがノーベル物理学賞を受賞しました。そのイン

タビューで、“harmonious relationship”という言葉を使って、日本のコ
ミュニケーションのあり方を説明していたことが非常に印象的でした。
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“harmony”が本来的に機能せず、“同調圧力”の色合いが濃くなってし
まうと、イノベーション創出につながるような自由な発想をもおし潰
してしまうことになるのではないでしょうか。大学には、育児だけで
なく妊活、介護、疾病などのライフイベントを抱えた方々が共に働い
ています。また、性別に限らず、世代や国籍、障がいの有無、性的志向
など、教職員の個性も多様です。その個性を強みとして活かし合い、
認め合えるような環境が整備されていくことが大事だと思います。 
 
✿今後の目標を教えてください。 
キャリア・ライフ相談室を充実させたいという目標を持っています。

学内の皆様から、お困りのことやご相談をお聞かせいただくことで、
ニーズに沿った支援や施策提案などができると考えているからです。
そのため、専門資格の取得に向けて勉強をがんばっているところです。 

 

 

 

 

 

大好きなトーマスの電車に乗って、 
うっとりの息子です。 

 

 

 

 

 

 

イラストで見るインタビューもご覧ください。☞p.50  
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届出・問い合わせ先 
 教職員 休業 給付 

 

 〈出産・育児〉 
育児休業 

〈介護〉 
介護休業 

〈出産・育児〉 
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 

〈介護〉 
介護休業給付 

   保険証関係 

 

  〈結婚・出産・離婚〉 
扶養親族届 
氏名変更届 

〈引越〉 
住所変更届 

 
病院職員(教員以外) 
スポーツサイエンス機構 
本部事務局 

総務部 人事労務課 
人事第一係 
内線：5407/7302 
jinjisoumu.adm@tmd.ac.jp 

総務部 人事労務課 
給与・福利厚生係 
内線：5043 
kyosai.adm@tmd.ac.jp 

 
※結婚休暇は｢休暇簿｣を所
属の労働時間管理員に提
出する 

 

医歯学総合研究科 
保健衛生学研究科 
医学部 
歯学部 
病院職員(教員のみ) 

総務部 人事労務課 
人事第二係 
内線：4038/5019 
i-jinji@ml.tmd.ac.jp 

 

統合研究機構 
統合イノベーション推進機構 
統合教育機構 
統合情報機構 
統合国際機構 
教養部 
難治疾患研究所 
生体材料工学研究所 
学生支援・保健管理機構 
職員健康管理室・環境安全管理室 
M＆Dデータ科学センター 
高等研究院 
リサーチ・ユニバーシティ機構 
オープンイノベーション機構 

総務部 人事労務課 
人事第三係 
内線：5930/7005 
d-jinji@ml.tmd.ac.jp 

 学生 ライフイベントに応じて｢休学届｣｢改姓届｣ 
｢住所・本籍地変更届｣｢保証人変更届｣を提出する 

学
部
生 

教養部(1年生) 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 歯学部 事務部 歯学系教務係 
内線：5411 s-kyomu.adm@ml.tmd.ac.jp 

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

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

大
学
院
生 

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 

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 

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 

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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イラストで見るインタビュー 
Case 2 中村さんの巻 
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