
両立支援のための制度

（育児・介護・治療と仕事の両立のために）

令和３年度働き方改革推進支援事業

令和３年10月28日（木）13：30～16：00

社会保険労務士法人アシスト

名古屋オフィス代表 山下 裕子
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■出産・育児に関する諸制度・手続き

■介護に関する諸制度・手続き

■私傷病に関する諸制度・手続き

■両立支援等助成金
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出産・育児【労働基準法】
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【産前産後休業】

①使用者は、６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産する予定の女性が請求した場合に

おいては、その者を就業させてはならない

②使用者は、産後８週間を経過しない女性を就業させてはならない。

ただし、産後６週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務

に就かせることは差し支えない。

産前休業
（請求が必要）

産後休業
（請求は不要）

８週間６週間

出産日
（出産予定日）

請求+医師が支障がないと認めた
業務に就業が可能

６週間

育児休業



出産・育児【労働基準法】
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【軽易な業務への転換】

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

【妊産婦に係る制限】

①使用者は、妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制が採用されている場合であっても、

１週間及び１日の法定労働時間を超えて労働させてはならない。

②使用者は、妊産婦が請求した場合には、36協定の締結・届出が行われている場合であっても、

時間外・休日労働をさせてはならない。

③使用者は、妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。

【育児時間】

生後満１歳に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、１日２回各々少なくとも30分、

その生児を育てるための時間を請求することができる。
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育児休業【育児・介護休業法】

休業の定義：労働者が原則として１歳未満の子（養子等を含む。）を養育するための休業を申し出る
ことが出来る。

対象労働者：①労働者（日々雇用者を除く。）

②労使協定により対象外にできる労働者

・入社１年未満の者

・申出日から１年以内に雇用期間が終了する者

（１歳６か月までの育児休業の場合は６ヵ月以内）

・１週間の所定労働日数が２日以下の者

③有期契約労働者は、申出時点において

・入社１年以上（2022年４月1日～削除）

・１歳６ヵ月に達する日までの間に労働契約が満了することが明らかでないこと
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育児休業【育児・介護休業法】

休業期間：原則として子が１歳に達するまでの連続した期間

父母がともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２ヵ月に達する日まで取得可能

（パパ・ママ育休プラス）

産後休業 育児休業

育児休業

出生 ８週 １歳
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育児休業【育児・介護休業法】 厚生労働省「昇進で育児休業を取得しましょう！」
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育児休業【育児・介護休業法】

休業期間：労働者又はその配偶者が育児休業をしている場合であって、保育所等に入所できな

い等の事情があるときは、１歳から１歳６ヵ月に達するまでの子、１歳６ヵ月から２歳に達す

るまでの子について、申出により育児休業をすることができる。

産後休業 育児休業

出生 ８週 １歳

①休業を延長 ③休業を再延長

②交替して休業 ④交替して休業

【例】夫婦共働きの場合

1歳到達日
に育児休業
をしている ①②のいずれ

の休業も可能
①②のいずれ
の休業も可能



出産【健康保険】
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【出産育児一時金】（家族出産育児一時金）

妊娠４ヵ月以上で出産したときに、一時金で支給される。出産の原因は問わない。

出産育児一時金の額＝１児につき42万円

現在：40万4,000円＋産科医療補償制度の掛金１万6,000円

改正：40万8,000円＋産科医療補償制度の掛金１万2,000円（R4.1.1)



産前産後休業【健康保険】
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【出産手当金】 被保険者のみ

出産の日以前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産の日後56日までの労務に服さなかった期間

について支給される。

産前42日 産後56日

産前42日+７日 産後56日

4/1

4/1

5/12

5/12 5/19

7/7

7/14

出産日

出産日予定日

出産日が出産予定日よりも
７日遅れた場合



産前産後休業【健康保険】
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【出産手当金】

出産手当金
１日あたりの額 ＝

支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月
間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷３０日 ×３分の２

１円未満の端数
は四捨五入

10円未満の端数
は四捨五入

例：標準報酬月額の平均が30万円の場合

30万円÷30日×3分の2＝6666.666→6,667円

6,667円×（42日+56日）＝653,366円

※該当期間に報酬を受けた場合は、出産手当金は支給されない。
ただし、報酬の額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。



育児休業【雇用保険】
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【育児休業給付金】

被保険者が育児休業を開始した日前２年間にみなし被保険者期間（出勤日数11日以上の月）が

12ヵ月以上あるときに支給される。

支給額（原則）

休業を開始した日から起算して育児休業給

付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間

→休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67

その後の期間

→休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50



育児休業【雇用保険】
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支給額の例・・・4/6に支給対象となる育児休業を開始し、12/20に終了した場合

A B DC E F G H I

4/6 6/65/6 7/6 8/6 9/6 11/610/6 12/6 12/20

休業開始日 休業終了日

支給率67％
4/6～10/5（支給日数＝180日）

支給率50％
10/6～12/20



産前産後・育児休業【社会保険料】

14日本年金機構「子育て支援制度の各種手続き（概要）」



産前産後・育児休業【社会保険料】

15日本年金機構「子育て支援制度の各種手続き（概要）」



育児【社会保険料】

16日本年金機構「子育て支援制度の各種手続き（概要）」
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産前休業開始日 出産 産後休業終了日 育児休業開始日 育児休業終了日 職場復帰

2021/8/29 2021/10/9 2021/12/4 2021/12/5 2022/10/8 2022/10/9

産前６週間 産後８週間 育児休業（子が１歳到達日までのケース）

①産前産後休業期間中の保険料免除（健保・厚年）

②出産手当金（健保）

③育児休業期間中の保険料免除（健保・厚年）

④出産育児一時金
⑤育児休業給付金（雇用保険）

①産前産後休業期間中の保険料免除

申請期限（産前産後休業期間中）
2021/8/29～2021/12/4

社会保険料免除期間
2021年８月～2021年11月

②出産手当金

申請期限
2021/8/29～２年以内

出産手当金概算（98日）
標準報酬月額30万→653,366円

③育児休業期間中の保険料免除

申請期限（育児休業期間中）
2021/12/5～2022/10/8

社会保険料免除期間
2021年12月～2022年９月

④出産育児一時金

支給額 １児につき420,000円

直接支払制度
出産費用が42万円を越えたとき、
申請により差額を受給できる。

⑤育児休業給付金

申請申請
初回 育児休業開始日から起算して４ヵ月を経過
する日の属する月の末日まで（2022/4/30）

育児休業給付金（概算）月額給与30万円の場合
休業開始から６ヵ月間＝201,000円/支給単位期間
それ以降＝150,000円/支給単位期間

⑥育児休業終了時改訂

2023年1月支給分から改定

⑦厚生年金保険養育期間特例
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介護休業【育児・介護休業法】

休業の定義：労働者が要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業

対象家族 ：①配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫

②配偶者の父母

対象労働者：①労働者（日々雇用者を除く。）

②労使協定により対象外にできる労働者

・入社１年未満の者

・申出日から93日以内に雇用期間が終了する者

・１週間の所定労働日数が２日以下の者

③有期契約労働者は、申出時点において

・入社１年以上（2022年４月1日～削除）

・介護休業開始予定日から93日を経過する日から６ヵ月までの間に労働契約が

満了することが明らかでないこと
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介護休業【育児・介護休業法】

介護休業の申出

対象家族１人につき、介護休業をした日数が通算して93日に達するまで、３回を限度として

行うことができる。（分割取得が可能）

介護休業【雇用保険】
【介護休業給付金】

被保険者が育児休業を開始した日前２年間にみなし被保険者期間（出勤日数11日以上の月）が

12ヵ月以上あるときに支給される。

支給額 ： 休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67

支給期間：３回を上限として、介護休業を取得した日数が通算して93日に達するまでの間



20

【育児・介護休業法】

【所定外労働・時間外労働・深夜業の制限】

①３歳に達するまでの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限

②小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、月24時間、年150時間

を超える時間外労働を制限

③小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、深夜業を制限

【子の看護休暇・介護休暇】

小学校就学前の子を養育する場合・対象家族を介護する場合に年５日（２人以上の場合は年10日）を限度

として取得できる。（１日又は時間単位）

【短時間勤務等の措置】

３歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置（１日原則６時間）を義務づけ

介護を行う労働者について、３年の間で２回以上利用できる次のいずれかの措置を義務づけ

①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制 ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ④介護費用の援助



私傷病による休業【健康保険】
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【傷病手当金】

病気やけがの療養のために休業し、連続して４日以上仕事に就くことができないときに支給される。
休業した期間について給与の支払いがないことが要件。



私傷病による休業【健康保険】

22

【傷病手当金】＝出産手当金の額と同じ

傷病手当金
１日あたりの額 ＝

支給開始日以前の直近の継続した12ヵ月
間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷３０日×３分の２

１円未満の端数
は四捨五入

10円未満の端数
は四捨五入

支給される期間：同一の傷病につき、支給を開始した日から最長１年６ヵ月
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両立支援等助成金

■育児休業等支援コース

■出生時両立支援コース

■介護離職防止支援コース
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