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⑤育児のための短時間勤務制度
　 　３歳未満の子を養育する男女労働者は申出により短時間勤務制度
（１日６時間）を利用することができます。

⑥育児のための所定外労働（残業）の制限
　 　３歳未満の子を養育する男女労働者が請求すれば、所定外労働（残業）
が免除されます。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は除かれます。

⑦子どもの看護休暇
　 　労働者は、負傷あるいは病気にかかった子どもの世話をおこなうために、
また、子どもの予防接種や健康診断を受けさせるために、小学校就学前の
子が１人であれば１年に５日、２人以上であれば10日までの看護休暇を、
年次有給休暇とは別に、半日単位でも取得できます。また、配偶者が専業
主婦（夫）であっても取得できます。
　※看護休暇について、有給か無給かは勤務先の制度によって異なります。

⑧時間外労働および深夜業の制限
　 　労働者は、１か月24時間、１年150時間を超える時間外労働を制限す
ること、および、深夜（午後10時～午前５時）に働かないことを請求す
ることができます。ただし、事業
の正常な運営を妨げる場合は除か
れます。

※ 上記⑤～⑧は日々雇用の人や法令で定め
られた一定の要件に該当する場合は請求
できません。（なお、期間を定めて雇用
されている人は対象となります。）

復職～子どもが小学校に就学するまで

復職～子どもが3歳未満まで
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経済的支援制度
　出産や育児休業期間中における主な経済支援制度をご紹介します。

出産にかかる支援
「出産育児一時金」
　健康保険の加入者（本人・家族）の出産にかかる費用として、給付金が支給さ
れます。国民健康保険についても同様の制度があります。
◇支 給 額　 一児ごとに42万円（産科医療補償制度に加入していない医療機関等

において出産の場合は40.4万円）
◇支給方法　 出産にかかる出産費等の医療機関等への直接支払制度および受取人

代理制度が実施されています。
　　　　　　直接支払制度等を利用せず、加入者（本人）が請求することもできます。
◇そ の 他　 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内である場合

は、その差額分をご加入の健康保険に請求することができます。

➡ 詳しくは　健 康 保 険････全国健康保険協会、健康保険組合へ
　 　　　　　国民健康保険････各市町へ
※共済組合に加入の方は、加入先の共済組合に内容等をご確認願います。

産前・産後休業中の支援
「出産手当金」
　被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合
は、出産の日（実際の出産が予定日後のときは出産予定日）以前42日（多胎妊娠
の場合98日）から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対
象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
また、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出産手当金が支
給されます。
◇支 給 額
　 １日あたりの金額 　 支給開始日

（※）以前の継続した12ケ月間の　 ÷30日× 2   3　　　　　　　　　　 各月の標準報酬月額を平均した額
 ※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです

➡ 詳しくは　全国健康保険協会、健康保険組合へ
※共済組合に加入の方は、加入先の共済組合に内容等をご確認願います。
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産前産後休業～育児休業中の支援
「社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料）の免除」
　社会保険の加入者（本人）が産前・産後休業や育児休業または育児休業の制度
に準ずる休業を取得する場合、産前・産後休業中の期間や、育児休業において最
長で子が３歳に達するまでの期間、事業主が年金事務所に申し出ることにより、
休業期間中の被保険者および事業主の健康保険料および厚生年金保険料が免除さ
れます。
　なお、社会保険料の免除の申し出は、各休業の期間中にしなければ免除されま
せんのでご注意ください。

➡ 詳しくは　年金事務所へ
※ 健康保険組合・共済組合の被保険者の方は、加入先の健康保険組合・共済組合に内容
等をご確認願います。

育児休業中の支援①
「育児休業給付金」
　雇用保険の被保険者が育児休業を取得したとき、休業中の賃金が減額または無
給である場合に一定の要件に従い支給される給付金です。なお、給付にあたっては、
先に事業主が受給資格確認手続きをハローワークで行う必要があります。
◇支 給 額　休業開始時賃金日額の67％（休業の開始から180日経過後は50％）相当額
◇支給時期　 原則として2か月に1度支給申請を行い支給の可否、支給額が通知さ

れます。

➡ 詳しくは　事業所所在地を管轄するハローワークへ

育児休業中の支援②
滋賀県融資制度「育児・介護休業者生活資金」
　県内に居住または勤務する育児・介護休業を取得予定または取得中の労働者に、
休業中の必要な生活資金を貸付けます。
◇貸付限度額　100万円（休業期間が3か月以下である場合は50万円）
◇利　　　率　年1.90％（平成28年4月1日現在）
◇貸 付 期 間　6年（据置期間：休業期間中を限度として1年以内）
◇取扱金融機関　近畿労働金庫、滋賀銀行、関西アーバン銀行、京都銀行、
　　　　　　　信用金庫（京都・滋賀中央・長浜・湖東）、
　　　　　　　信用組合（滋賀県・京滋・滋賀県民・近畿産業）

➡ 詳しくは　県内の取扱金融機関または労働雇用政策課（TEL 077-528-3751）へ
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子育てを応援します！
子育てにかかる相談窓口「滋賀県子ども・子育て応援センター」

　子育て・いじめ・不登校・非行など、子どもに関することなら何でも相談
できる電話総合窓口です。

こころんだいやる（電話相談）
TEL 077-524-2030
利用時間：土・日・祝日を含む毎日
　　　　　午前9時～午後9時
　　　　　（但し、12/29～1/3は休み）

FAX 077-528-4855

「ファミリー・サポート・センター」
　子どもを預けたい人と預かりたい人が会員登録を行い、保育所の送迎や保
護者の病気・外出時等に育児支援を行っています。
　詳しくは各センターへお問い合わせください。

大津市ファミリー・サポート・センター TEL 077－511－3150
近江八幡市ファミリー・サポート・センター TEL 0748－31－3320
ながはまファミリー・サポート・センター TEL 0749－64－3900
彦根市ファミリー・サポート・センター TEL 0749－24－3920
守山市ファミリー・サポート・センター TEL 077－582－2220
草津市ファミリー・サポート・センター TEL 077－564－7895
湖南市ファミリー・サポート・センター TEL 0748－71－4647
甲賀市ファミリー・サポート・センター TEL 0748－86－6611
野洲市ファミリー・サポート・センター TEL 077－589－5960
東近江市ファミリー・サポート・センター TEL 0748－22－8202
高島市ファミリー・サポート・センター TEL 0740－33－7805
米原市ファミリー・サポート・センター TEL 0749－55－3933
日野町ファミリー・サポート・センター TEL 080－9752－1515

結婚、妊娠、出産、子育てポータルサイト「ハグナビしが」
　子育て支援に関する情報や、県内の「幼稚園、保育施設」「地域子育て支
援拠点」等の子育て支援の施設が検索できます。
◎ハグナビしがホームページ（http://www.hugnavi.net）

面接相談（要予約）
場　所　滋賀県庁東館3階（大津市京町四丁目1-1）
利用時間　月～金（祝日を除く）午前9時～午後5時
　　　　（12/29 ～ 1/3は休み）
※先に電話で予約を
　してください。  TEL 077-528-3563
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企業におけるサービスを紹介「淡
お う み

海子育て応援団」
　子育て家庭が経済的に優遇される商品の提供や子育て中の親子が気軽に外
出できる環境づくり等に取り組む事業所を「淡海子育て応援団」として登録
し、ホームページ等で紹介しています。また、この応
援団のお店でそれらのサービスが受けられる「淡海子
育て応援カード」を発行しています。（平成28年4月か
ら「子育て支援サポート事
業の全国共通展開」がはじ
まり、全国46都道府県の協
賛店でサービスを受けられ
ます。平成29年2月現在）

◎ハグナビしがホームページ（http://www.hugnavi.net）
または  

■ 問い合わせ先　県庁子ども・青少年局　TEL 077－528－3552　

～いいね！滋賀のイクメン・カジダン～
　滋賀の男性が育児・家事を楽しむ姿、がんばる姿をホームページで紹介
しています。是非ご覧ください！
◎滋賀県庁ホームページ（http://www.pref.shiga.lg.jp/）から検索

サイト内検索  

■ 問い合わせ先　女性活躍推進課　TEL 077－528－3771

紙カード

「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品

デジタル画像

「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品「滋賀のイクメン・カジダンフォトコンテスト」これまでの入賞作品
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再就職を応援します！
ハローワーク「マザーズコーナー」

　子育て中の女性を中心に就職に関する支援を行います。予約制による相談
も受け付けています。
　キッズコーナーもありますので、子ども同伴で相談できます。

　　　ハローワーク大津マザーズコーナー　　　TEL 077－522－3773
　　　ハローワーク彦根マザーズコーナー　　　TEL 0749－22－2500
　　　ハローワーク東近江マザーズコーナー　　TEL 0748－37－3882
　　　（東近江は滋賀マザーズジョブステーション内です。）

滋賀マザーズジョブステーション
　働きたい女性の希望を叶える応援窓口です。ご自身のペースで、何度でも
相談できますのでお気軽にご利用下さい。
　無料の託児室を備えていますので、落ち着いて相談いただけます。

総合受付・マザーズ就労支援相談コーナー TEL 0748－36－1831
ハローワークマザーズコーナー TEL 0748－37－3882
母子家庭等就業・自立支援センター TEL 0748－37－5088
休所日：月曜日・祝休日の翌日、年末年始
ハローワークマザーズコーナーは土日・祝日も休所
近江八幡市鷹飼町80－4　県立男女共同参画センター内
「JR近江八幡駅」下車南口より500m（徒歩10分）
※無料駐車場あり

総合受付・マザーズ就労支援相談コーナー TEL 077－598－1480
ハローワーク職業相談コーナー TEL 077－598－1486
休所日：土曜日・日曜日・祝日、年末年始
草津市大路1－1－1ガーデンシティ草津3階
JR草津駅東口に直結の歩道橋を渡ってすぐ、
エルティ 932・ガーデンシティ草津3階　
※駐車場3時間無料券を発行

近
江
八
幡

草
津
駅
前
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イラスト タカノキョウコ
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関係機関 連絡先

滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課　TEL 077-528-3751（平成29年1月発行）

●育児・介護休業、男女の雇用機会均等に関する相談は
名　　称 電話番号

滋賀労働局　雇用環境・均等室（均等関係法令に関する相談）
滋賀労働局総合労働相談コーナー（パワハラや解雇の相談）

077-523-1190
077-522-6648

●労働に関する疑問・トラブルの相談は
名　　称 電話番号

滋賀労働局　総合労働相談コーナー 077-522-6648
　　　　　　大津総合労働相談コーナー 077-522-6641
　　　　　　彦根総合労働相談コーナー 0749-22-0654
　　　　　　東近江総合労働相談コーナー 0748-22-0394

滋賀県労働相談所 月~金 平日 10~20時
祝日 17~20時

0120-967164
（通話料無料、固定電話からのみ）

土、日 　　 10~16時 （携帯） 077-511-1402
滋賀県社会保険労務士会　総合労働相談所 077-526-3760

●出産手当金、出産育児一時金制度については
名　　称 電話番号

全国健康保険協会滋賀支部 077-522-1104
※ 全国健康保険協会以外の健康保険にご加入の方は、それぞれご加入の健康保険（健康保険組合、
共済組合、国民健康保険等）にお問い合わせください。

●育児休業中の社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料）の免除については
名　　称 電話番号

大津年金事務所 077-521-1126
草津年金事務所 077-567-2259
彦根年金事務所 0749-23-1112

●育児休業給付金（雇用保険）については
名　　称 電話番号

ハローワーク大津 077-522-3773
ハローワーク高島 0740-32-0047
ハローワーク長浜 0749-62-2030
ハローワーク彦根 0749-22-2500
ハローワーク東近江 0748-22-1020
ハローワーク甲賀 0748-62-0651
ハローワーク草津 077-562-3720


