
育児・介護支援制度
ガイドブック

NIMSでは、育児・介護と仕事の両立のための制度を整えて、
職員のワークライフバランスを支援しています。
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はじめに
　人材部門人材開発室では、機構で働く皆さんが、妊娠・出産・育児及び介護など

に関する支援制度を活用して、それぞれのワークライフバランスを維持していけるよう、こ

のたび「育児介護支援ガイドブック」の内容を改訂し新しいガイドブックを作成いたしま

した。

　このガイドブックでは、私たちが今後経験するであろう大きなライフイベントに際して、

戸惑う事のないよう、支援制度の基礎知識や仕事との両立に役立つような情報をわかり

やすく紹介しています。

　少子高齢化の時代にあって、新しい命の誕生はかけがえのないものです。また、介護

は、決して他人ごとではありません。

　どんな状況におかれても、皆さんがその出来事を前向きに受け止め、充実した毎日を

送るために、機構の支援制度を積極的に活用されることを願っています。

人材部門人材開発室
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ライフイベントを支える休暇制度等
制度の活用… ■ 女性のみ　■ 男性のみ　■ 女性・男性

■ 特別休暇

■ 人間ドック、婦人科健診等の受診

■ 生理休暇

連続 5日以内

結婚

妊娠・出産 育児

介護

健康

■ 介護休暇

■ 介護休業

■ 勤務時間の短縮

■  所定外労働・深夜勤務の免除、
時間外勤務の制限

妊娠中の通勤緩和、
業務軽減

妊産婦の保健指導及び健康診査

産前休暇

産後休暇

配偶者出産休暇

育児参加休暇

育児休業

育児時間休暇

所定外労働の免除

育児短時間勤務

勤務時間の短縮

時間外勤務の制限、深夜勤務の免除

民間託児施設利用による保育支援

子の看護休暇

妊産婦の時間外勤務等の制限、業務軽減、
有害な業務の免除

2日以内

5日以内

1日2時間以内

1日2回各30分以内

1日2時間以内

1年に5日以内

1年に5日以内

妊娠 6週前 出産 8週後 1歳 3歳 小学校
就学

中学校
就学

任期制職員は原則、子が1歳になる
まで。夫婦2人とも取得する場合は、
1歳２か月までの間で、出生日以降
の産休と合わせて1年間取得可能。
（パパ・ママ育休プラス）

 ママの出産後8週間以内に取得
したパパに限り、2回目も取得可
能（パパ休暇）

出生 8週目 1歳 1歳2か月

ママ産休 ママ育休

パパ育休

出生 8週目 1歳 1歳2か月

ママ産休 ママ育休

パパ2回目パパ1回目

※出産後の育児制度については、女性は産後休暇終了後から取得可能



時期 休暇等の種類 内容

① 妊娠満23週まで
② 妊娠満24週～ 35週まで
③ 妊娠満36週～出産まで
④ 産後1年まで

母子健康法に規定する
保健指導又は健康診査
受診のための休暇

妊産婦（妊娠～産後1年）である女性職員が母子健康法に規定する保健指
導又は健康診査を受ける場合、1日の所定勤務時間の範囲内で必要と認め
られる時間取得できます。頻度は各時期において以下のとおりです。
① 4週に1回　② 2週に1回　③ 1週に1回　④ 1年に1回

妊娠中

通勤の混雑緩和のための
休暇

通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響
があると認められる場合に、勤務時間の始め又は終わりに１日を通じて1時間
を超えない範囲内で取得できます。

休息又は補食のための
休暇

妊婦である女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認め
られる場合に、その職員が休息又は補食するために必要とされる時間取得で
きます。

出産予定6週（多胎妊娠の場合に
は14週間）前～出産日まで 産前休暇 6週間（多胎妊娠は14週間）以内に出産予定の女性職員が取得できます。

出産日の翌日から8週間 産後休暇
出産日の翌日から8週間を経過するまでの期間は取得が義務付けられます。
（産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支
障がないと認めた業務に就く期間を除く。）

出産に係る入院の日から出産の
日後2週間を経過する日まで 配偶者出産休暇

配偶者の出産に伴う入退院や出産時の付添いや世話、出生届提出等を行う
場合、配偶者の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過する日ま
での間に2日の範囲で取得できます。

出産予定日の6週間前から出産
の日後8週間 育児参加休暇

配偶者の産前産後の期間中に、その出産に係る子又は小学校就学前の子を
養育する場合に取得できます。
● 出産に係る子の場合：出産～産後8週間を経過するまでに5日間　
●  小学校就学前の子の場合：出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合は14週
間）前～産後8週間を経過する日までに5日間

1歳の誕生日の前日まで

育児時間休暇 1歳未満の子を養育するため、1回30分以内、2回/日以内で取得できます。

育児休業

【任期制職員】1歳未満の子を養育するため、一定期間休業することができ
ます。保育所に入れない場合や、配偶者が病気の場合は、1歳6か月、さらに
2歳まで休業することができます。

3歳の誕生日の前日まで

【定年制職員】3歳未満の子を養育するため、一定期間休業することができ
ます。

所定外労働の免除 3歳未満の子を養育する職員が申し出た場合、所定外労働が免除されます。

小学校就学の始期に達するまで

育児短時間勤務 小学校就学前の子を養育する場合、5時間/日・6時間/日など、勤務形態を
選択して勤務することができます。※3

勤務時間の短縮 小学校就学前の子を養育する場合、1日つき2時間（30分単位）の範囲内
で勤務時間を短縮することができます。

時間外勤務の制限 小学校就学前の子を養育する職員が申し出た場合、1月につき24時間、1
年につき150時間を超える時間外労働をさせることはありません。

深夜勤務の免除 小学校就学前の子を養育する職員が申し出た場合、深夜勤務（午後10時か
ら翌日の午前5時）が免除されます。

中学校就学の始期に達するまで 子の看護休暇
中学校就学前の子が、負傷又は疾病により看護（子に予防接種又は健康診
査を受けさせることを含む）が必要な場合、この子の世話をするため、5日/年
（子が2人以上の場合は10日/年）の範囲内で取得できます。

※ 1 各申請において必要な添付書類については、各申出書に記載の内容をご確認いただくか、又は人事室にご確認ください。
※ 2 NIMSからの給与は支給されませんが、雇用保険より育児休業給付金（原則 1歳まで）の支給があります。
※ 3 勤務形態の詳細については、就業規則第 58条の2をご参照ください。
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妊娠・出産・育児での休暇等
■ 女性のみ　■ 男性のみ　■ 女性・男性



定年制 任期制
申出時期 申請方法・提出書類等※1

女性 男性 有給・無給 女性 男性 有給・無給

○
○
○
○

×
×
×
×

有給
有給
有給
有給

○
○
○
○

×
×
×
×

有給
有給
有給
有給

休暇を取るとき 就業管理システム
休暇申請 特-29

○ × 有給 ○ × 有給 休暇を取るとき 就業管理システム
休暇申請 特-30

○ × 有給 ○ × 有給 休暇を取るとき 就業管理システム
休暇申請 特-31

○ × 有給 ○ × 有給 休暇を取るとき 就業管理システム
休暇申請 特-12

○ × 有給 ○ × 有給 すみやかに届け出る 就業管理システム
休暇申請 特-12

× ○ 有給 × ○ 有給 休暇を取るとき 就業管理システム
休暇申請 特-13

× ○ 有給 × ○ 有給 休暇を取るとき 就業管理システム
休暇申請 特-14

○ ○ 有給 ○ ○ 有給 休暇を取るとき 就業管理システム
休暇申請 特-25

○ ○ 無給※2 開始日の1か月前までに 育児休業申出書

○ ○ 無給※2 開始日の1か月前までに 育児休業申出書

○ ○ ○ ○ 開始日の1か月前までに 育児のための所定外労働制限・
時間外勤務制限・深夜勤務制限申出書

○ ○ 勤務時間に
応じて支給 × × 開始日の1か月前までに 育児短時間勤務申出書

○ ○ 勤務時間に
応じて支給 ○ ○ 勤務時間に

応じて支給 開始日の1か月前までに 育児のための勤務時間短縮申出書

○ ○ ○ ○ 開始日の1か月前までに 育児のための所定外労働制限・
時間外勤務制限・深夜勤務制限申出書

○ ○ ○ ○ 開始日の1か月前までに 育児のための所定外労働制限・
時間外勤務制限・深夜勤務制限申出書

○ ○ 有給 ○ ○ 有給 休暇を取るとき 就業管理システム
休暇申請 特-26
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妊娠・出産・育児のQ&A

妻が出産。夫が取れる休暇はある？
Q1

配偶者出産休暇と育児参加休暇があります。
●配偶者出産休暇
　出産に伴う入退院や出産時の付添いや世話、出生届の提出などに利用できます。 
●育児参加休暇
　 配偶者の出産にあたり生まれた子への授乳、付添い、上の子の保育所等への送迎など出産に係る子
や小学校就学前の上の子の生活上の世話をする場合に利用できます。

※ 配偶者は事実婚、子は養子を含みます。

育児休業って女性しかとれないの？
Q2

男性もとれますよ。
育児休業は、配偶者の就業等の状況に関わらず夫婦ともに取得できます。
子の出生後 8週間以内に取得した男性に限り、2回目も取得できます（パパ休暇）。
ちなみに日本の男性の育児休業取得率は、2018 年度 6.16%、2019 年度 7.48%です。
（厚生労働省「2018 年度・2019 年度雇用均等基本調査）

育児休業からの復帰後、育児と研究の両立が不安です。
Q5

育児・介護中の職員に業務員を雇用する経費の補助を行っています（育児・介護中職員支援制度）。
業務員に仕事の一部を手伝ってもらうことにより、安心して育児又は介護と仕事を両立することが可能とな
ります。詳しくは、P9をご覧ください。

育児休業を取りたいけれど、経済的な不安が……。
Q3

育児休業中は給与は支給されませんが、雇用保険から育児休業
給付金が支給されます。（受給資格条件有り）

子どもが小さいので、働く時間を短くしたい。
Q4

「育児のための勤務時間短縮（1日2時間以内）」を使えば、
働く時間を短くして、子育てができます。定年制職員の場合、
「育児短時間勤務制度」も利用できます。

子どもが急に熱を出したら？
Q6

子の看護休暇制度があります。小学校就学前のお子さんの看護
（予防接種・健康診断を含む）のために5日/年（2人以上の
場合は10日/年）の休暇が取れます。

外勤のため、子どもをいつもより長く保育園に預けたいけど…。
Q7

機構が契約している民間託児施設が利用できます。保育園等が
通常対応しない時間帯に一時的に子供を預けることができます
（利用時間の制限あり）。0歳児（生後 3か月）～ 9歳児を対象
とし、利用料の半額を機構が補助します。詳しくは、P10をご覧く
ださい。

出産直後の大変な時、パパが
そばにいてくれるだけで、心強い
シーンはいっぱいあります。
子供が赤ちゃんでいてくれる時間は
とても短いものです。
男性職員の皆さんも休暇や育児休業
を活用して、日に日に大きくなる赤
ちゃんに寄り添って過ごしてみては
いかがでしょう。

NIMS
にはライフイベント

を支える様 な々制度・
休暇があります。困った
こと、制度や休暇に
ついて分からないこと
があったらまずは
ご相談を！
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育児中の社会保険・共済

介護中の社会保険

出産費（出産育児一時金） 定年制： 共済組合 　任期制： 協会けんぽ

職員または被扶養者である配偶者を対象に、出産に要する費用の負担軽減のため、出産費が支給
されます。「直接支払制度」か「産後申請方式」で手続きが異なるため、確認して申請を行ってく
ださい。
 支 給 額  《出産費》 1 児につき42万円（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40.4 万円）
 《附加金》1児につき4万円　※共済組合に加入されている方のみ
 問い合わせ窓口  人事室福利厚生係

出産手当金 定年制： 共済組合 　任期制： 協会けんぽ

職員が出産のため勤務することができず、報酬の全部又は一部が支給されないときに、出産手当金
として支給されます。産前・産後休暇を取得した場合は給与が支給されますので、出産手当金は支
給されません。
 支 給 額   標準報酬日額× 2/3 ×支給日数

（出産の日以前 42日から出産の日後 56日まで）
 問い合わせ窓口  人事室福利厚生係

共済掛金・保険料の免除 定年制： 共済組合 　任期制： 日本年金機構

産前産後休暇および育児休業期間中は、申し出により共済掛金・社会保険料が免除されます。
 問い合わせ窓口  人事室福利厚生係

育児休業給付金
子を養育するため育児休業中の職員で、下記の受給資格を満たす場合、雇用保険から育児休業
給付金が支給されます。
 受給資格   育児休業開始日前 2年間に、賃金支払基礎日数が 11日以上の月が 12ヶ月以上

ある方。
支給期間   子供が1歳（パパママ育休プラス制度利用の場合は、1歳2か月）までの休業期間。

但し、支給延長事由（保育園に入所できず、育休を延長することになった等）に
該当する場合は、2歳まで。

支 給 額  休業開始時賃金日額×支給日数× 67%（181日目以降は50%）　※ 上限額あり
 問い合わせ窓口  人事室福利厚生係

雇用保険

介護休業給付金
対象家族を介護するため介護休業中の職員で下記の受給資格を満たす場合、雇用保険から介護
休業給付金が支給されます。
 受給資格   介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ある方。
 支給期間  対象となる同一要介護につき介護休業開始から最長 93日。
 支 給 額  休業開始時賃金日額×支給日数× 67%　※ 上限額あり
 問い合わせ窓口  人事室福利厚生係

雇用保険



8

介護での休暇等
休暇等の種類 内　容 有給・無給 申出時期 申請方法・提出書類等※1

介護休暇
要介護状態にある家族の介護等を行う場合、5日
/年（要介護2人以上の場合は10日/年）の範囲
内で取得できます。

有給 休暇を取る
とき

就業管理システム
休暇申請 特-32

介護休業
要介護状態にある家族を介護するため、一定期間
休業することができます。対象家族1人につき要介
護状態に至るごとに、通算93日まで取得できます。
対象家族1人につき3回まで分割して取得可能。

無給※2
開始日の
2週間前
までに

介護休業申出書

勤務時間の短縮
要介護状態にある家族を介護する場合、1日つき
2時間（30分単位）の範囲内で勤務時間を短縮す
ることができます。（利用開始の日から3年の間で対
象家族1人につき2回まで）

勤務時間に
応じて支給

開始日の
1か月前
までに

介護のための
勤務時間短縮申出書

所定外労働・
深夜勤務の免除、
時間外勤務の
制限

要介護状態にある家族を介護する職員が申し出た
場合、所定外労働及び深夜勤務（午後10時から
翌日の午前5時）が免除されます。また、1月につき
24時間、1年につき150時間を超える時間外労働
をさせることはありません。

開始日の
1か月前
までに

介護のための所定外労働
制限・時間外勤務制限・
深夜勤務制限申出書

※ 1 各申請において必要な添付書類については、各申出書に記載の内容をご確認いただくか、又は人事室にご確認ください。
※ 2 機構から給与は支給されませんが、雇用保険より介護休業給付金（93日まで）の支給があります。

介護のQ&A

介護が長くなりそうですが……。
Q1

介護休暇の他にも介護休業制度があり、通算93日
（対象家族 1人につき3回まで）取得することがで
きます。介護休業期間中は機構からの給与はありま
せんが、雇用保険により介護休業給付金が支給さ
れます。（受給資格条件有り）

要介護状態にある対象家族とは……？
Q4

要介護状態とは、負傷、疾病、老齢又は身体上もしくは精
神上の障害により、2週間以上にわたり日常生活を営むのに
支障がある状態をいいます。
対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、
兄弟姉妹、孫です。また、同居している父母の配偶者、配
偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子も対象に
なります。
※ 配偶者は事実婚、子は養子を含みます。

親を病院に連れて行くので、午前中
だけお休みをとりたいのですが……。

Q2

要介護状態の家族がいる場合、年 5日、介護休
暇がとれます。介護休暇は1時間単位で取得でき
ますので、例えば午前中 2時間だけ介護休暇をと
って病院に付き添うことも可能です。

介護休業を終了すると同時に退職する場合に
介護休業給付金は支払われますか。

Q5

介護休業と同時に離職する場合は、支給対象になりません。

上司に相談しても育児休業・介護休業
を認めてもらえません。

Q3

育児休業・介護休業は育児介護休業法に基づく、
労働者の申出によって取得できる権利です。雇用
者は取得を拒否することはできません。男女共同
参画係に相談してください。

介護の状況はさまざまですので、早
めに地域包括支援センター（高齢
者の相談窓口）や市町村の窓口
に利用できる制度について相談しま
しょう。仕事のことは上司に相談し
て、ひとりで抱え込まないように

しましょう。

介護休業は、介護を
するために利用するだ
けでなく、仕事と介護
を両立するための準
備や、看取りのために
利用してもよいでしょう。



9

両立支援制度

育児・介護中職員支援制度
育児・介護中の職員の方に、期間を定めて、仕事をサポートするための補助業務員をつける制度
です。年 2回募集（6月・12月）。
 支援対象 ● 育児・介護中の研究職、エンジニア職（無期労働契約転換職員及び任期制職員

を含む）、事務職
●  NIMSとの雇用契約はないが、主たる勤務場所がNIMSにある研究者、エンジニア
（JSPS 特別研究員等）

 支援内容   研究業務員又は事務業務員を1年間雇用するための人件費として年間 100 万円を
助成します。

 応募方法   年度毎に年 2回（6月・12月）募集を行います。応募者は、所属長（拠点長、グ
ループリーダー等）の了解を得た上で、応募書類を人材開発室男女共同参画係に
提出してください。

詳細や申請書類は、人材開発室男女共同参画係の構内HPに掲載しています。

任期制職員の産前産後休暇取得期間中の人件費支援制度
外部資金で雇用する任期制職員の産前産後休暇取得期間中の人件費について、外部資金による
支出が不可である場合などに、受入担当者に対して経費を支援する制度です。
 支援条件 ●人件費の支援対象となる任期制職員の給与の原資が外部資金であること

●外部資金制度において産前産後休暇取得期間中の支出が不可であること
●当該任期制職員の人件費として措置可能な予算が他にないこと

 支援内容   外部資金で雇用する任期制職員の産前産後取得期間中の人件費について、外部資
金で支出不可となる分を助成します。

 申請方法   随時申請が可能です。受入担当者は、申請書類を人材開発室男女共同参画係に提
出してください。

詳細や申請書類は、人材開発室男女共同参画係の構内HPに掲載しています。

部分在宅勤務
裁量労働制の定年制研究職員の申し出により、月4日までの在宅勤務を認める制度です。
 対　　象 ●定年制研究職員で裁量労働制の許可を受けていること

●機構における在職期間が 1年以上であること
● 過去 1年間で 1件以上の学会・論文発表又は外部資金獲得の実績があること、
又は現に外部資金を獲得していること

 内　　容  部分在宅勤務の実施頻度は、月4日以内です。（1日単位）
 申請方法  就業管理システムにて事前に部分在宅勤務申請を行ってください。

詳細は、部分在宅勤務規程をご確認ください。
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両立支援制度

その他の制度

近隣託児施設の利用補助制度
機構と法人契約を結んでいる民間託児施設に子供を一時的に預けた時にその利用料の半額を機構
が補助する制度です。
 利用対象   職員が業務を行うために、保育園、幼稚園、学童保育が対応しない時間等に

子供を一時的に預ける必要がある場合に利用できます。 
【子供の対象年齢】職員が養育する生後 3か月～ 9歳までの子

 支援内容   利用料の半額を機構が補助します。 
【助成対象日・時間】 機構の所定の休日を除く平日・午前 8時～午後 8時の時間

帯で、希望する時間（最大 12時間まで）
 利用方法   託児室利用申請書を人事室福利厚生係に提出してください。福利厚生係から利用許

可証を発行します。託児施設への予約は、預け入れ予定日の3日前までに職員が直
接行ってください。

詳細や申請書類は、人事室の構内HPに掲載しています。

再チャレンジ支援制度
ライフイベントにより、研究を一度は諦めたけれど、研究職を再び目指したい！という方の博士号取
得をサポートする制度です。
 応募資格 ●支援対象者の資格
 　 育児、介護により研究を諦めた者で、修士の学位又はそれと同等以上の学力を有

し、標準修業年限（3年間）で学位を取得する見込みのある者 
※ 本制度の採択が、入試合格や学位取得を約束するものではありません。

 ●受入担当者の資格
 　 国内の連携大学院又はNIMS 連携大学院に教員として籍を持ち、当該支援対象

者の研究指導を行うことができる者
 支援内容 ● 月額 7万円を上限とし、任期制職員として雇用します。 

《雇用の区分》入学まで：研究業務員　　入学後：NIMSジュニア研究員

 ● 支援期間は、入試・入学の半年前程度から学位取得までです。 
（支援上限：4年間）

 応募方法   年度毎に年 1回（12月～1月頃）募集を行います。受入担当者は、事前に支援対
象者と面談等を行った上で、応募書類を人材開発室男女共同参画係に提出してくだ
さい。

詳細や申請書類は、人材開発室男女共同参画係の構内HPに掲載しています。
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ハラスメント
職場における妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメントって？

1. 育児・介護の制度等の利用を申し出又は利用したことを理由として

　 ❶不利益な取扱いを示唆する言動、❷利用等を阻害する言動又は

❸嫌がらせ等を行うこと

2. 妊娠・出産等を理由として

❶不利益な取扱いを示唆する言動又は❷嫌がらせ等を行うこと

典型的なハラスメントの例

先輩が「就職したばかりのくせに妊娠して、
産休・育休をとろうなんて図 し々い」と何
度も言い、働く意欲が低下している。

育児短時間勤務をしていたら同僚
から「あなたが早く帰るせいで、ま
わりは迷惑している」と何度も言わ
れ、精神的に非常に苦痛を感じて
いる。

介護休業について請求する旨を周囲に伝えたところ、同
僚から「自分なら請求しない。あなたもそうすべき。」と言
われた。「でも自分は請求したい」と再度伝えたが、再
度同様の発言をされ、取得をあきらめざるを得ない状況に
追い込まれた。

上司に妊娠を報告したと
ころ「他の人を雇うので
早めに辞めてもらうしかな
い」と言われた。

時間外勤務の免除について
上司に相談したところ「次の
人事評価は下がると思え。」
と言われた。

育児休業の取得について上司に相談したところ、
「男のくせに育児休業をとるなんてあり得ない」と言
われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている。

 これらの言動は、その程度のほか、上司や同僚など「本人との関係性」や言動が一度か繰り返し
（継続的）かなど「その回数」もハラスメントに当たるかの判断に影響します。
詳細につきましては、厚生労働省のサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

まずは、職場の上司や同僚、担当者など身近な方に相談を！
身近な方への相談で解決出来ない場合は、ハラスメント相談窓口に、いつでもご相談ください。
相談窓口の詳細は、内部統制推進室の構内HPに掲載しています。

「お互いさま」の気持ち、「ありがとう」の気持ち。
周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら、それ
ぞれの状況等に応じて適切に業務を遂行していくと
いう意識を持つことが大切です。
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