大阪府労働相談センターとは
大阪府では、
「有給休暇ってもらえるの？」といった疑問に思うこと、
「給料を払ってもらえない」
「セクハラを受けている」といった今直面していることなどについて、働く人、雇う人のさまざ
まな相談をお受けしています！本冊子を読んで、分からないところやもっと知りたいことなど、
お気軽になんでもご相談ください。

センターのご案内
電話、面談、オンライン及びメールにより相談をお受けしています。
また、府内３か所の府民センターで出張による相談（要予約）も行っています。
■月曜日から金曜日（土日祝、年末年始は休み）
午前９時から12時15分
午後１時から６時
■毎週木曜日（祝日の場合は翌日実施）
午後８時まで

職場のお困りごとに関する相談
セクハラなどの相談
（※ご希望により女性相談員の対応も可）

弁護士・社会保険労務士・臨床心理士等による相談
（※要予約、事前に相談員による相談を経たうえで実施）

■月曜日から金曜日（土日祝、年末年始は休み）
午前９時から12時15分
午後１時から６時

テレワークに関する相談
（大阪府テレワークサポートデスク）

出張相談

日

豊能

泉北

南河内

時

所在地

■第１・３・５木曜日
午前10時から午後１時
■第２・４木曜日
午後１時30分から４時30分
■第１・３・５火曜日
午前10時から午後１時
■第２・４火曜日
午後１時30分から４時30分

応援ガイドブック

池田市城南１丁目１−１
豊能府民センタービル１階
（阪急電鉄宝塚線 池田駅より徒歩４分）

堺市西区鳳東町４丁390−１
泉北府民センタービル２階
（JR 阪和線

鳳駅より徒歩４分）

富田林市寿町２丁目６−１
南河内府民センタービル１階

■毎週金曜日
午後２時から５時

TEL

育児・介護と仕事の両立のための

（近鉄長野線

富田林西口駅より徒歩３分）

アクセス
・Osaka Metro谷町線/京阪線

06 6946 2600

天満橋駅より 徒歩６分
・Osaka Metro堺筋線/京阪線
北浜駅より 徒歩10分

オンライン相談
予約はこちら

詳しくはこちらで検索！
大阪府労働相談センター

検索
©2014
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大阪府労働相談センターとは

1

1 妊娠したら…どうなるの？
Q1.
Q
1.
Q1
1 妊婦健診は行けますか？業務の負担はどうなるの？
使用者には、妊娠中の女性（妊婦）と産後１年以内の女性（産婦）の健診の時間確
保が義務付けられており、健診時間が勤務中と重なる場合でも健診を受診することが
できます。

Q4.
Q
4.
Q4
4 産休中って収入はどうなるの？
産前・産後休業及び妊婦検診等の時間について、賃金が支払われるかどうかは会社
の規定によります。法律では賃金の支払いは義務付けられていません。
しかし、賃金が 支払われない場合や、一定の

また、妊産婦については、母性保護の観点から、様々
な措置が義務付けられています。例えば、妊産婦が請求

要件を満たす場合に、健康保険から「出産手当金」
が支給されます。

した場合、使用者は、法定時間外労働・法定休日労働・
深夜労働をさせてはなりません。重量物を扱う業務等、
就かせてはいけない業務もあります。また、妊娠中の女
性労働者が請求した場合の軽易な業務への転換や医師な

産前・産後休業中の収入や負担

どの指導が守られるような措置を講じる必要があります。

※

Q2.
Q
2.
Q2
2 つわりで体調が悪いです、我慢しないといけないの？

休業期間中、
支給される
手当金

健康保険制度で「出産手当金」が標準報酬月額 の
平均額の３分の２まで支給
※１か月あたりの給料を１等級から31等級までに区分したもの。厚生年金の保険料や
年金額を計算するときに使用されます。

母健連絡カード（母性健康管理指導事項連絡カード）を使うことが
できます。母健連絡カードとは、医師等が行った指導事項の内容を、
妊産婦である女性労働者から使用者へ的確に伝えるためのカードです。

健康保険料・
厚生年金保険料

労使とも免除（ただし、申請が必要）
健康保険は通常通り給付。厚生年金の算定期間には
保険料免除期間も含まれる。

使用者は、母健連絡カードの記載内容に応じ適切な措置を講じる義
務があります。

Q3.
Q3
Q3
3. いざ産休取得！一体どれだけ取れるの？

雇用保険料

労使とも負担（無給の場合、負担なし）

労災保険料

使用者のみ負担（無給の場合、負担なし）

産前・産後休業の期間は法律で決められています。

Ⓐ産前６週間
（多胎妊娠の場合14週間）

出産

Ⓑ 産後８週間

Ⓐ休業を請求した場合、使用者は就業させることはできません。
Ⓑ請求の有無にかかわらず、使用者は就業させることはできません。

もっと知りたい！

詳しくはこちら

●妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビトップページ
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

ただし、産後６週間経過後、本人が請求し、医師が支障なしと認めた業務には、就
業させることができます。

こちら

●妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ「母健連絡カードについて」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku̲card/

こちら

産前・産後休業は、労働契約の期間の定めの有無にかかわらず取得できます。
2

3

2 育児休業と仕事への復帰に向けて
産前・産後休業が終了した後は、続けて育児休業を取得することができます。育児休
業と、その後の仕事への復帰に伴う様々な制度について知っておきましょう。

Q3.
Q3
Q3
3. 仕事へ復帰！どんな支援制度があるの？
育児休業期間が終了して職場へ復帰する場合は、原職又は原職相当職に復帰させる

Q1.
Q
1.
Q1
1 育児休業ってどんな制度？

よう配慮することが法律で定められています。

育児休業期間は、原則、子が１歳に達するまでの間で、労働者が申し出た期間取得
できます。
なお、１歳の時点で保育所に入れない等の事情があれば１歳６か月まで、さらに１歳

また、その他一定の要件を満たす場合に、様々な支援制度があります。
子の年齢

制度名

〜１歳

育 児 時 間

６か月の時点で同様の事情があれば２歳まで、再度、育児休業が取得できます。ただし、
所定外労働の制限

取得希望の日の１か月前（１歳を超える育児休業は２週間前）までに申請することが必

（残業免除）

〜３歳

要です。
その他、労働契約によって以下の違いがあります。
①無期労働契約の場合： 原則全員取得できます。
※労使協定で除外規定（
「勤務１年未満」など）があれば、育児休業を取得できない場合が
あります。

②有期労働契約の場合： 以下の両方の条件を申請時点に満たすときに取得できます。
ア．同一の使用者に引き続き１年以上雇用されていること（※）
イ．子が１歳６か月に達する日（２歳までの育児休業の申出の場合は、
２歳に達する日）までに労働契約が満了し更新されないことが
明らかでないこと
※令和４年 4 月以降、アの要件は撤廃され、イのみになります
（労使協定で「勤続１年未満」を除外している場合は取得できません）

制度の概要
女性労働者から請求があった場合、授乳等の世話を行う時間を
休憩時間以外に１日２回各々少なくとも30分付与。
子を養育する男女労働者が請求した場合、所定労働時間を超える
労働が制限されます。

所定労働時間の
短縮措置

使用者は、子を養育する男女労働者が利用できる、１日の所定労働
時間を原則６時間とする短時間勤務制度を設けなければなりません。

時間外労働の
制限

子を養育する男女労働者が請求した場合、時間外労働が１か月
24時間、１年150時間に制限されます。

深夜業の制限

子を養育する男女労働者が請求した場合、午後10時から午前５時
までの深夜労働が制限されます。

子の看護休暇

子を養育する男女労働者が申し出た場合、病気・ケガをした子の
看護のために、または子の健康診断や予防接種を受けさせるために、
１年に５日まで（２人以上の場合は10日まで）、１日単位または時
間単位で休暇を取得できます。使用者はこれを拒めません。

〜小学校
入学始期

Q2.
Q
2.
Q2
2 育児休業中の収入はどうなるの？
育児休業期間中の賃金の支払いは、法律では義務付けられておらず、会社の規定に
よります。しかし、賃金が支払われない場合や、一定の要件を満たす場合に雇用保険
から「育児休業給付金」が支給されます。
育児休業中の収入や負担
休業期間中、
支給される
給付金
健康保険料・
厚生年金保険料

雇用保険制度で「育児休業給付金」が賃金の67％（180日経過後は50％）
まで支給（育児休業に係る子が１歳に達する日の前日まで、一定の場合、
１歳６か月または２歳に達する日の前日まで）
労使とも免除（ただし、申請が必要）
健康保険は通常通り給付。厚生年金の算定期間には保険料免除期間も
含まれる。

雇用保険料

労使とも負担（無給の場合、負担なし）

労災保険料

使用者のみ負担（無給の場合、負担なし）

もっと知りたい！

詳しくはこちら

●育児・介護休業法について（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
こちら
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3 パパも取得できる！育児休業制度
仕事も子育てもどちらも充実させたい、そんな価値観をもつパパたちが増えています。
育児休業や育児との両立支援制度など、子育てを後押しする仕組みや制度も拡充されて

Topics!
令和３年６月に育児・介護休業法が改正されました。
（令和4年4月１日より段階的に施行されます）

おり、活用しやすい環境づくりも進んでいます。次世代を担う子どもたちを安心して生み
育てるための環境を整えるだけでなく、男性の育児を支援するための制度がありますので、

１

男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み
の創設（産後パパ育休の創設）（令和４年10月１日より）

ぜひ知っておきましょう。

→出生後８週間以内に４週間まで、分割して２回、育休とは別途取得できます。申出期限
が１か月前から２週間前に短縮されます。併せて、要件を満たせば、育児休業給付金を

Q1.
Q
1.
Q1
1 育休ってパパも取れるの？
パパ休暇（パパが２回育児休業を取得できます）

受けることができ、また、申請すれば、労使ともに社会保険料が免除されます。
２

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備及び妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をし
た労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け（令和４年4月１日より）

育児休業の取得は原則１回だけですが、ママの出産後８週間以内の

→妊娠・出産（本人又は配偶者）を申し出た労働者に対する個別の制度等の周知や意向確認、

産後休業の期間内に、パパが育児休業を取得した場合には、特別な事
情がなくても、再度、パパが育児休業を取得できます。

Q2.
Q
2.
Q2
2 育児休業を夫婦で取るとお得？
パパ・ママ育休プラス（育児休業期間が延長されます）
両親がともに育児休業を取得する場合、以下の要件を満たすときは、原則子が１歳ま
での休業可能期間が、子が１歳２か月に達するまで延長されます。
①配偶者が子が１歳に達するまでに育児休業を取得していること
②本人（パパ又はママ）の育児休業開始予定日が、子の１歳の誕生日以前であること

研修や相談窓口の設置など、育休を取りやすい環境の整備が義務になります。
３

育児休業の分割取得（分割して２回取れます）
（令和４年10月１日より）
→産後パパ育休とは別に、夫婦ともに育休を分割して２回取れるようになります。

４

育児休業の取得状況の公表の義務付け（令和５年４月１日より）
→労働者数が1,000人超の使用者は、育休等の取得の状況について公表が義務になります。

５ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和（令和４年4月１日より）
→有期雇用労働者の取得要件のうち、
「引き続き雇用された期間が１年以上である者」とい
う要件がなくなり、無期雇用労働者と同様の取扱いとなります。
令和４年10月１日以降、Q１「パパ休暇」の制度は廃止されますので注意が必要です！

③本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

Q3.
Q3
Q3
3. 休んでいる間のお金ってどうなるの？
賃金が支払われるかどうかは、会社の規定によります。
（法律では、賃金の支払いは
義務付けられていません。）
一定の要件を満たせば、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の保険料の免除だけ
でなく、休業前の賃金等の一定割合を支給する「育児休業給付金」制度があります。
ママもパパも同様ですので、詳しくはP.４を確認しましょう。

Q4.
Q
4.
4. パパが利用できる両立支援制度ってあるの？
ママと同様、子の看護休暇制度や、短時間勤務等の措置、時間外労働の制限など、
仕事との両立支援制度があります。詳しくはP.５を確認しましょう。

6

もっと知りたい！

詳しくはこちら

●育MENプロジェクト（厚生労働省HP）
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

こちら

●改正育児・介護休業法について（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

こちら

7

4 不妊治療・病気治療と仕事の両立
近年の晩婚化などを背景に不妊治療を受ける夫婦は増加しており、働きながら治療を
※

受ける方も増加傾向にありますが、仕事と治療の両立ができず16％の方が離職 してい
ます。（※厚生労働省平成29年度「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」）
不妊治療は、頻繁に通院する必要があるものの、１回の治療にかかる時間は治療内容

Q4.
Q
4.
Q4
4 病気治療と仕事の両立って何があるの？
持病のある労働者の誰もが安心して働き続けられるよう、治療と仕事の両立支援制度
もあります。
病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会

等によりさまざまです。
不妊治療だけでなく、病気を抱える労働者の治療と仕事の両立支援も、健康管理やワー
ク・ライフ・バランス推進の観点から必要とされています。

Q1.
Q
1.
Q1
1. どんな制度があるの？

を逃すことなく、また治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、
適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられることが重要です。
治療と仕事の両立について、労働者や使用者が利用できる主な支援制度として、医
療費支援や助成金など、様々なものがあります。
詳しくは、以下HPを確認しましょう。

不妊治療を受けながら仕事を続けるためには、まずは会社がどのような制度を持って
いるか調べることが大切です。不妊治療のための休暇・休職制度、テレワーク制度や
費用の助成制度など、就業規則を確認するか、人事労務担当者に聞いてみましょう。
また使用者は制度について理解し、労働者が治療を受けやすい職場環境の整備に取り
組みましょう。

Q2.
Q
2.
Q2
2 不妊治療連絡カードって何ですか？
不妊治療を受ける、または今後予定している労働者が、使用者側に、不妊治療中で
あることを伝えたり、会社独自の仕事と不妊治療の両立を支援するための制度等を利
用する際に使用することを目的として作られたものです。上手に活用しましょう。

もっと知りたい！

Q3.
Q3
Q3
3. 経済的な不安はどうしたらいいの？
経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する

詳しくはこちら

●不妊治療と仕事の両立のために（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage̲14408.html

費用の一部を助成する国の制度があります。

こちら

◆所得制限なし、助成額は１回30万円（１子ごと年齢に応じて最大６回まで ※ ）、妻の年齢が43歳未満まで
※40歳未満は６回まで、40歳以上43歳未満は３回まで

国の制度のほかに、自治体が独自の助成を行なっている「特定治療支援事業」
「特定
不妊治療費助成」
（名称は自治体毎に異なる）などがあります。「不妊に悩む方への特
定治療支援事業」に金額を上乗せする形で助成しているケースや、人工授精その他の

●不妊治療連絡カード（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30b.pdf

こちら

●治療と仕事の両立支援ナビ（厚生労働省HP）
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/

こちら

一般不妊治療に助成を行っている自治体もあります。
◆具体的な手続きや条件などに関しては、お住まいになっている自治体のホームページなどをご確認ください。
〇不妊に悩む方への特定治療支援制度

●治療と仕事の両立について（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

こちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047346.html
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5 介護と仕事の両立
高齢者人口の増加とともに、介護と仕事の両立が、使用者・労働者ともに求められています。
介護は突発的に発生することや、介護を行う期間や方法も様々であることから、家族
の介護が必要になっても働き続けることができるよう、介護と仕事を両立するための制度

Q4.
Q
4.
Q4
4 お金のことが心配。休業中の収入、保険料の負担はどうなるの？
休業期間中の賃金の支払いは、法律では義務付けられておらず、会社の規定により
ます。

を知っておきましょう。

賃金が支払われない場合や一定の要件を満たした場合には、雇用保険制度において
給付金を支給する制度があります。

Q1.
Q
1.
Q1
1 介護休業ってどんな制度？

介護休業中の収入や負担

労働者が要介護状態（負傷、疾病、身体上もしくは
精神上の障がいにより、２週間以上にわたり常時介護

休業期間中、
雇用保険制度で「介護休業給付金」が賃金の67％まで支給
支給される給付金 （93日を限度に３回までに限り支給）

を必要とする状態）にある家族（配偶者・父母・子・
配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫）を介護するた
めの休業です。対象となる家族１人につき３回まで、通
算93日まで休業できます。取得の２週間前までに申し

健康保険料・
厚生年金保険料

労使とも負担（免除制度なし）

雇用保険料

労使とも負担（無給の場合、負担なし）

労災保険料

使用者のみ負担（無給の場合、負担なし）

出ましょう。

Q2.
Q
2.
Q2
2 介護休暇ってどんな制度？
要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う労働者は、年５日まで（２人以上
の場合は10日まで）の１日または時間単位での介護休暇が取得できます。取得手続きは、
書面の提出だけでなく口頭でも可能です。使用者に確認しましょう。

Q3.
Q3
Q3
3. 休業・休暇以外で利用できる支援制度はあるの？
育児・介護休業法では、介護と仕事の両立を支援する制度を以下のとおり設けています。
制度名

制度の概要

所定労働時間の
短縮措置

使用者は、短時間勤務、フレックスタイム、時差出勤の制度等を労働者が
３年の間で２回以上利用できる措置を講じなければなりません。

所定外労働の制限
（残業免除）

家族を介護する労働者が請求した場合、介護終了までの期間、所定労働
時間を超える労働が制限されます。

時間外労働の
制限

家族を介護する労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える
時間外労働が制限されます。

深夜業の制限

家族を介護する労働者が請求した場合、午後10時から午前５時までの深
夜労働が制限されます。

もっと知りたい！

詳しくはこちら

●介護休業制度特設サイト（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou̲roudou/
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koyoukintou/ryouritsu/kaigo/

こちら
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6 知って得する！その他の制度について
しかし、「働き方改革」に関連する事項は企業ごとに異なり、多岐に渡ります。

「育児休業を取得したい」といった労働者の意向もかなえたい、

例えば、社内に人事・労務を専業とする部署や専任の担当者がおらず「働き方改革」

しかし使用者として事業継続が不安。どうやって労働者を後押し

に取り組むきっかけがない、専任の担当者を設定したが思うように進まない、というケー

したらいいかわからない。「働き方改革」を推進したい。

スはないでしょうか。

そんな使用者の方々のための様々な助成金制度がありますので、
活用しましょう。

そこで、大阪府では、皆様方の職場へ直接訪問させていただくなど、労働環境の改
※掲載の内容については、令和3年度（2021年度）のものになります。
終了している場合もありますのでご了承ください。

善に向けたアドバイスや他の専門機関の御紹介などを無料で協力させていただく取り組
み（労働環境改善事業）を行っています。

Q1.
Q
1.
Q1
1 どんな制度がありますか？

企業が元気になって、労働者がイキイキと、毎日楽しく働くことができる、そんな職
場環境づくりをご提案し、あなたの「働き方改革」を伴走支援します。

厚生労働省より、事業主向けの助成金制度があります。例えば、
◆男性の育児休業等取得推進に取り組む 両立支援等助成金（出生時両立支援コース）

また、ワーク・ライフ・バランスを実現するために、多様な働き方の一つである「テレワー
ク」の導入から定着に関する支援も行っています。

◆中小企業が仕事と介護の両立支援に取り組む 両立支援等助成金
（介護離職防止支援コース）

大阪府労働相談センター（テレワークサポートデスク）へご相談ください！

◆中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む 両立支援等助成金
（育児休業等支援コース）
◆300人以下の中小企業が女性が活躍しやすい職場環境を整備し、目標を達成する両立支援
等助成金（女性活躍加速化コース）
◆中小企業が不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい雇用環境整備に取り組み、不妊
治療を受けている労働者に休暇制度等を利用させる両立支援等助成金
（不妊治療両立支援コース）

など、様々な助成制度があります。詳しい情報は、次ページのQRコードよりチェック
しましょう！

もっと知りたい！

Q2.
Q
2.
Q2
2 大阪府のサポートはありますか？

詳しくはこちら

●各種助成金について（厚生労働省HP）

「働き方改革」と聞くと、あなたはどう感じられますか？何を思い浮かべますか？
なんだか難しそうな取組み、自社には関係ない、大企業がやるもの、といったイメー
ジはないでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou̲roudou/koyou/kyufukin/index.html

こちら

●労働環境改善事業について（大阪府労働相談センター HP）

では、「業務効率化」、「人材確保」、
「社員の健康増進」
、「魅力ある企業づくり」に

https://rsc-osaka.jp/?page̲id=974

こちら

ご興味はありませんか？
もしも、 これらが「働き方改革」を通してなら実現できるのです
でしょうか。
12

と言ったら、どう

●大阪府テレワークサポートデスク（大阪府労働相談センター HP）
https://rsc-osaka.jp/?page̲id=15

こちら
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