
常勤職員 非常勤職員 常勤職員 非常勤職員

看護休暇
  小学校就学の始期に達する
までの子を看護する職員に与
えられる休暇

  【有給】
  子が小学校就学の始期に達
するまでの間に年10日
  (1日又は1時間単位)

  【無給】
  子が小学校就学の始期に達
するまでの間に年10日
  (1日又は1時間単位)

  【有給】
  子が小学校就学の始期に達す
るまでの間に年10日
  (1日又は1時間単位)

※法律上の親子関係がある実子・
養子だけでなく、特別養子縁組監
護期間中の子や養子縁組里親に
委託されている子等も対象

  【無給】
  子が小学校就学の始期に達す
るまでの間に年10日
  (1日又は1時間単位)

※法律上の親子関係がある実子・
養子だけでなく、特別養子縁組監
護期間中の子や養子縁組里親に
委託されている子等も対象

介護休暇
　要介護状態にある家族を介
護する職員に与えられる休暇

【有給】
　家族が要介護の状態から回
復するまでの間に年10日
（1日又は1時間単位）

※ 配偶者、父母、子、配偶者
の父母には同居要件無し
※要介護2～3程度が基準

【無給】
　家族が要介護の状態から回
復するまでの間に年10日
（1日又は1時間単位）

※ 配偶者、父母、子、配偶者
の父母には同居要件無し
※要介護2～3程度が基準

⇒

【有給】
　家族が要介護の状態から回復
するまでの間に年10日
（1日又は1時間単位）

※ 配偶者、父母、子、配偶者の父
母、祖父母、孫、兄弟姉妹には同
居要件無し
※要介護1～2程度が基準

【無給】
　家族が要介護の状態から回復
するまでの間に年10日
（1日又は1時間単位）

※ 配偶者、父母、子、配偶者の父
母、祖父母、孫、兄弟姉妹には同
居要件無し
※要介護1～2程度が基準

育児休業
  子を養育するために認められ
る休業

  【無給】
 子が3歳に達するまで
 (任期制職員は1歳6ヶ月に達

するまで)

  【無給】
 子が1歳6ヶ月に達するまで ⇒

  【無給】
 子が3歳に達するまで

  (任期制職員は1歳6ヶ月に達す
るまで)

※法律上の親子関係がある実子・
養子だけでなく、特別養子縁組監
護期間中の子や養子縁組里親に
委託されている子等も対象

  【無給】
 子が1歳6ヶ月に達するまで

※法律上の親子関係がある実子・
養子だけでなく、特別養子縁組監
護期間中の子や養子縁組里親に
委託されている子等も対象

育児短時間
勤務

  子を養育するために認められ
る短時間勤務

  【無給】
  子が小学校第4学年の始期
に達するまで
 勤務時間は、週19時間25

分、19時間35分、23時間15
分、24時間35分の中から職員
が選択

  【無給】
  子が小学校第4学年の始期
に達するまで
 勤務時間は、週19時間25

分、19時間35分、23時間15
分、24時間35分の中から職員
が選択

⇒

  【無給】
  子が小学校第4学年の始期に達
するまで
 勤務時間は、週19時間25分、19

時間35分、23時間15分、24時間
35分の中から職員が選択

※対象の子の範囲は育児休業と
同じ

  【無給】
  子が小学校第4学年の始期に達
するまで
 勤務時間は、週19時間25分、19

時間35分、23時間15分、24時間
35分の中から職員が選択

※対象の子の範囲は育児休業と
同じ

育児部分休業
  子を養育するために認められ
る部分休業

  【無給】
  子が小学校第4学年の始期
に達するまで
 1日2時間まで(30分単位)

  【無給】
  子が小学校第4学年の始期
に達するまで
 1日2時間まで(30分単位)

⇒

  【無給】
  子が小学校第4学年の始期に達
するまで
 1日2時間まで(30分単位)

※対象の子の範囲は育児休業と
同じ

  【無給】
  子が小学校第4学年の始期に達
するまで
 1日2時間まで(30分単位)

※対象の子の範囲は育児休業と
同じ

休
暇
制
度

支援制度
改正後

育
児
休
業
制
度

育児・介護支援制度の拡充について(平成29年1月1日付改正内容)

赤字－制度の変更、青字－制度の新設

制度の概要
現行
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介護休業

  配偶者、父母、子、配偶者の
父母、祖父母、孫、兄弟姉妹等
を介護するために認められる
休業

  【無給】
  介護が必要な間に通算して
186日(約半年分)まで
 (任期制職員は通算して93日

(約3ヶ月分)まで　分割不可

※ 配偶者、父母、子、配偶者
の父母には同居要件無し
※期間短縮不可
※介護短時間勤務及び介護
部分休業取得期間を通算
※要介護2～3程度が基準

  【無給】
  介護が必要な間に通算して
93日(約3ヶ月分)まで　分割不
可

※ 配偶者、父母、子、配偶者
の父母には同居要件無し
※期間短縮不可
※介護短時間勤務及び介護
部分休業取得期間を通算
※要介護2～3程度が基準

⇒

  【無給】
  一の要介護状態ごとに、介護が
必要な間に通算して186日(約半年
分)まで　3回まで分割可能
 (任期制職員は通算して93日(約

3ヶ月分)まで

※ 配偶者、父母、子、配偶者の父
母、祖父母、孫、兄弟姉妹には同
居要件無し
※１回に限り期間短縮可能
※介護短時間勤務及び介護部分
休業取得期間を通算しない
※要介護1～2程度が基準

  【無給】
  一の要介護状態ごとに、介護が
必要な間に通算して93日(約3ヶ月
分)まで　3回まで分割可能

※ 配偶者、父母、子、配偶者の父
母、祖父母、孫、兄弟姉妹には同
居要件無し
※１回に限り期間短縮可能
※介護短時間勤務及び介護部分
休業取得期間を通算しない
※要介護1～2程度が基準

介護短時間勤
務

  配偶者、父母、子、配偶者の
父母、祖父母、孫、兄弟姉妹等
を介護するために認められる
短時間勤務

  【無給】
  介護が必要な間に通算して
1,096日(約3年)まで
　一の要介護状態につき、1回
のみ申出可能
   勤務時間は、週19時間25
分、19時間35分、23時間15
分、24時間35分の中から職員
が選択

※期間短縮不可
※介護休業及び介護部分休
業取得期間を通算
※要介護2～3程度が基準

  【無給】
 介護が必要な間に通算して
1,096日(約3年)まで
　一の要介護状態につき、1回
のみ申出可能
   勤務時間は、週19時間25
分、19時間35分、23時間15
分、24時間35分の中から職員
が選択

※期間短縮不可
※介護休業及び介護部分休
業取得期間を通算
※要介護2～3程度が基準

⇒

  【無給】
  一の要介護状態ごとに、介護が
必要な間に開始から1,096日(約3
年)経過するまで　2回まで申出可
能
   勤務時間は、週19時間25分、19
時間35分、23時間15分、24時間
35分の中から職員が選択

※１回に限り期間短縮可能
※対象家族の同居要件は介護休
業と同じ
※介護短時間勤務又は介護部分
休業開始日のいずれか早い日よ
り先に取得した介護休業期間は
通算しない
※要介護1～2程度が基準

  【無給】
  一の要介護状態ごとに、介護が
必要な間に開始から1,096日(約3
年)経過するまで　2回まで申出可
能
   勤務時間は、週19時間25分、19
時間35分、23時間15分、24時間
35分の中から職員が選択

※１回に限り期間短縮可能
※対象家族の同居要件は介護休
業と同じ
※介護短時間勤務又は介護部分
休業開始日のいずれか早い日よ
り先に取得した介護休業期間は
通算しない
※要介護1～2程度が基準

介護部分休業

  配偶者、父母、子、配偶者の
父母、祖父母、孫、兄弟姉妹等
を介護するために認められる
部分休業

  【無給】
  介護が必要な間に通算して
1,827日(約5年)まで
　一の要介護状態につき、1回
のみ申出可能
    1日2時間まで(30分単位)

※期間短縮可能
※介護休業及び介護短時間
勤務取得期間を通算
※要介護2～3程度が基準

  【無給】
  介護が必要な間に通算して
1,827日(約5年)まで
　一の要介護状態につき、1回
のみ申出可能
    1日2時間まで(30分単位)

※期間短縮可能
※介護休業及び介護短時間
勤務取得期間を通算
※要介護2～3程度が基準

⇒

  【無給】
   一の要介護状態ごとに、介護が
必要な間に開始から1,827日(約5
年)経過するまで　申出回数の制
限無し
    1日2時間まで(30分単位)

※期間短縮可能
※対象家族の同居要件は介護休
業と同じ
※介護短時間勤務又は介護部分
休業開始日のいずれか早い日よ
り先に取得した介護休業期間は
通算しない
※要介護1～2程度が基準

  【無給】
    一の要介護状態ごとに、介護
が必要な間に開始から1,827日(約
5年)経過するまで　申出回数の制
限無し
    1日2時間まで(30分単位)

※期間短縮可能
※対象家族の同居要件は介護休
業と同じ
※介護短時間勤務又は介護部分
休業開始日のいずれか早い日よ
り先に取得した介護休業期間は
通算しない
※要介護1～2程度が基準
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常勤職員 非常勤職員 常勤職員 非常勤職員
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制度の概要
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早出遅出勤務

  小学校第４学年の始期に達
するまでの子を養育する職員
又は家族の介護を行う職員に
１日の勤務時間を変更すること
なく、始業・終業時刻を変更し
て勤務することを認める制度

  子が小学校第４学年の始期
に達するまでの間又は介護を
必要とする間に始業終業時刻
を特定の時刻に変更できる

  子が小学校第４学年の始期
に達するまでの間又は介護を
必要とする間に始業終業時刻
を特定の時刻に変更できる

⇒

  子が小学校第４学年の始期に達
するまでの間又は介護を必要とす
る間に始業終業時刻を特定の時
刻に変更できる

※対象の子の範囲は育児休業と
同じ
※対象家族の同居要件・要介護
基準は介護休業と同じ

  子が小学校第４学年の始期に達
するまでの間又は介護を必要とす
る間に始業終業時刻を特定の時
刻に変更できる

※対象の子の範囲は育児休業と
同じ
※対象家族の同居要件・要介護
基準は介護休業と同じ

超過勤務免除

　３歳に満たない子を養育する
職員、又は家族の介護を行う
職員の超過勤務を免除する制
度

　子が３歳に達するまで時間
外労働を免除

常勤職員用の規定を準用

　子が３歳に達するまで、又は家
族の介護が必要な間に、時間外
労働を免除

※対象の子の範囲は育児休業と
同じ
※対象家族の同居要件・要介護
基準は介護休業と同じ

【常勤職員用の規定を準用】
　子が３歳に達するまで、又は家
族の介護が必要な間に、時間外
労働を免除

※対象の子の範囲は育児休業と
同じ
※対象家族の同居要件・要介護
基準は介護休業と同じ

超過勤務制限

    小学校就学の始期に達する
までの子を養育する職員又は
家族の介護を行う職員の超過
勤務を制限する制度

  子が小学校の始期に達する
まで又は介護を必要とする間
に時間外労働を月24時間以
内かつ年150時間以内に制限

常勤職員用の規定を準用

  子が小学校の始期に達するまで
又は介護を必要とする間に時間
外労働を月24時間以内かつ年150
時間以内に制限

※対象の子の範囲は育児休業と
同じ
※対象家族の同居要件・要介護
基準は介護休業と同じ

【常勤職員用の規定を準用】
  子が小学校の始期に達するまで
又は介護を必要とする間に時間
外労働を月24時間以内かつ年150
時間以内に制限

※対象の子の範囲は育児休業と
同じ
※対象家族の同居要件・要介護
基準は介護休業と同じ

深夜勤務制限

  小学校就学の始期に達する
までの子を養育する職員又は
家族の介護を行う職員の深夜
の勤務を制限する制度

  子が小学校の始期に達する
まで又は介護を必要とする間
に深夜勤務を原則禁止

常勤職員用の規定を準用 ⇒

  子が小学校の始期に達するまで
又は介護を必要とする間に深夜
勤務を原則禁止
※対象の子の範囲は育児休業と
同じ
※対象家族の同居要件・要介護
基準は介護休業と同じ

【常勤職員用の規定を準用】
  子が小学校の始期に達するまで
又は介護を必要とする間に深夜
勤務を原則禁止
※対象の子の範囲は育児休業と
同じ
※対象家族の同居要件・要介護
基準は介護休業と同じ

【
参
考

】
就
業
環
境
の
整
備

育児休業等に
関するハラスメ
ントの防止

  妊娠・出産・育児休業・介護
休業等を理由とする、上司・同
僚による就業環境を害する行
為を防止する措置

⇒

※｢育児休業｣｢育児短時間勤務｣｢育児部分休業｣制度について、任期制の常勤職員及び非常勤職員のうち、採用後１年以上経過していない者は取得できない。

勤
務
制
限
等

学長：必要な体制の整備その他の必要な措置を講じる（「育児・介護
休業等規程」及び「ハラスメント防止及び対策ガイドライン」の改正・周
知等）

職員：妊娠・出産する職員及び育児・介護に関する制度を利用する職
員に対して、就業環境を害する行動を行ってはならない

管理職：妊娠・出産する職員及び育児・介護に関する制度を利用する
職員の就業環境が害されることのないよう、日常の執務を通じて指導
等を行う

規定無し
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