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 vol ．1572 

   人事の ココスストト・・リリススクク・・モモララルルアアッッププ  のためのマネージメント 

今回は、最近問い合わせが多く興味深いテーマを取り上げました 

従業員が産前産後休業、育児休業を取得した場合、従業員と会社にとってのメリット・注

意点・手続きについてまとめてみました。まず１つ質問に答えてみてください。 

  ＱＱ  質質問問 

 
『あなたの会社の女性労働者が結婚後、妊娠しました。 
本人は産前産後休業、育児休業を取得して職場に復帰したいと考えています。』 
会社としてどのような対応をしますか？ 
次の①、②どちらか選んでください。 

    
① 辞めてもらう。 

② 出産のための休業、育児休業を経て職場に復帰してもらう。 

  ＡＡ  答答ええ 

 

① 産前産後休業、育児休業を取得することを理由として辞めてもらうことは、それ

ぞれ男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に違反します。つまり法律上、解雇す

ることはできないのです。 

 

② 事業主に各種助成金が支給される可能性があり、また

労働者にも多様な給付金が支給されることとなります。 

 

 

 

■■  出出産産・・育育児児ににつついいてて考考ええててみみるるとと 
 

 一昔前には、女性労働者は結婚が決まったら、あるいは結婚後妊娠したら、退職する

ものといった目に見えないルールのようなものが多くの会社で見受けられたようで
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す。｢男は仕事、女は家庭｣という固定的な性別役割分担が根付いていたのでしょう。 

 

 しかし最近では、女性の自立、社会進出等により、今まで積んできた経験や知識を無

駄にすることなく、出産後も育児休業を取得して、その後、元の職場に復帰して働き

続けたいというニーズが高まっています。 
 
 政府もこの社会経済情勢の変化に対応すべく、女性労働者に対しては出産及びその後

の育児休業期間中の所得を保障するために、また、事業主に対しては法律に基づいて

適切にこれらの労働者の雇用管理を行うように、多様な給付金や助成制度を打ち出し

ています。 
 

■■  具具体体例例（（既既婚婚のの女女性性労労働働者者がが出出産産しし、、育育児児ををすするるケケーースス））  
 

以下に、適切な雇用管理を行うことにより支給される給付金や助成金 
その他の優遇制度について具体例をあげて説明していきましょう。 

 

① 女性労働者の月給  30万円 

② 賞与         年 2ヶ月分 

③ 出産（予定）日   平成 15年 7月 12日 

 

【その他、前提条件として、】 

④ 産前産後休業、育児休業期間中は無給。 

⑤ 会社は政府管掌健康保険に加入。 

⑥ 女性労働者は雇用保険の被保険者。 

⑦ 給与は月末締めの翌10日払い。 

⑧ 育児休業期間は、子が1歳になるまで。 

 

※ 以下説明を分かりやすくするために金額は概算を使っています。 
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 労労働働者者のの損損得得（（負負担担とと収収入入））  

 

 

5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1
4/1 11/30

6/1
産前休業　開始

9/6
産後休業　終了
育児休業　開始（Ｈ16/7/11まで）

出産前後の収入

4/2 - 5/31
労働の提供

5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1
4/1 11/30

出産前後の支出

給与　月30万円

①　出産手当金
98日分

約59万円

7/12
出産日

②　出産育児一時金

約30万円

Ｈ17/1/11
④　育児休業者職場復帰給付金

　　　　約33万円

③　育児休業基本給付金
11ヶ月分（Ｈ16/7まで）

約99万円

9月～Ｈ16/6月まで
⑤　社会保険料支払　免除

社会保険料　負担
給与支給の有無に関わらず 注 :　社会保険料は、8月分（9月

支払）まで支払、　9月分（10月支
払）から免除月約3万円

 

 

 

6 月 1日の産前産後休業開始以降の支払と支給の合計を比較してみますと･･･ 

 
支出 収入 

6月 5 月分社会保険料 32,670 円 5 月分給与（6/10 支給） 300,000 円

 5 月給与分雇用保険料 2,100 円 出産手当金（98 日分） 588,000 円

7月 6 月分社会保険料 32,670 円 出産育児一時金 300,000 円

8月 7 月分社会保険料 32,670 円 育児休業基本給付金 990,000 円

9月 8 月分社会保険料 32,670 円 育児休業者職場復帰給付金※ 330,000 円

 育児休業期間中の社会保険料

免除（合計に含まず） 

326,700 円

合計 132,780 円 合計 2,508,000 円

                          ※ は育児休業終了後6ヶ月経過後に支給 

  
ご覧のように、休業期間中であるにもかかわらず、 

2,508,000円－132,780円＝2,375,220円も支給が多くなります。 
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  事事業業主主のの損損得得（（負負担担とと助助成成金金））  

 

会社の業務に支障のないように、出産の対象労働者の代替要員を確保（派遣等に

より）した場合の助成金等については下記のとおりとなります。 

 

 

5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1
4/1 11/30

6/1
産前休業　開始

9/6
産後休業　終了
育児休業　開始（Ｈ16/7/11まで）

休業前後の収入

4/2 - 5/31
労働の提供

5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1
4/1 11/30

休業前後の支出

給与　月30万円

7/12
出産日

Ｈ16/7/11
労務提供　開始

9月～Ｈ16/6月まで
社会保険料支払　免除

社会保険料　負担
給与支給の有無に関わらず

H15/6/1-H16/7/11
代替要員の確保

月約3万円

Ａ　育児休業代替
要員確保等助成金

40～50万円

Ｃ　看護休暇制度
導入奨励金

30～40万円

Ｂ　育児両立支援
奨励金

30～40万円

代替要員　費用月30万円

 

 

 

 労労働働者者のの制制度度・・給給付付  

 

 ① 出産手当金 

健康保険法の制度により、出産予定日以前6週間から出産日の翌日から8週間の計98日間、

産前産後休業を取得した場合（具体例では、6月1日から9月 6日まで）、 

30万円（月給）÷30（日）×60％＝6,000 円 が休業した日ごとに支給されます。 

具体例では、    6000円×98日＝588,000円支給されることになります。 

なお、実際の出産日が出産予定日よりも遅れた場合は、その遅れた日数分、支給期間が延長さ

れます。 

 

② 出産育児一時金 

健康保険法の制度により、出産した子一人につき、   30 万円 支給されます。 

双子を出産したときは60万円の支給となります。 

 



5-7 

③ 育児休業基本給付金 

雇用保険法の制度により、育児休業期間中の一支給単位期間（1ヶ月）当たり、 

30万円（月給）×30％＝90,000円 支給されます。 

具体例では、支給単位期間が11ヶ月ありますので、  

90,000円×11＝990,000円 となります。 

 

④ 育児休業者職場復帰給付金 

雇用保険法の制度により、育児休業基本給付金の支給を受け

ることができる労働者が、育児休業終了後、元の職場に復帰して6ヶ月以上雇用されていると

きに支給されるもので、具体例では、 

30万円（月給）×10％×11（支給単位期間数）＝330,000円 支給されます。 

 

 ⑤ 育児休業期間中の社会保険料免除 

育児休業を開始した月から育児休業を終了した月の前月までの期間の社会保険料は全額免除

（従業員・会社とも）されます。この場合、将来受け取る年金額の計算上、保険料は支払われ

ていることとみなされます。(産前産後休業期間は免除にはなりません) 

平成１７年４月から子供が３歳になるまで保険料が免除になる予定です。 

 

  事事業業主主のの助助成成金金  

 

A 育児休業代替要員確保等助成金 

 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に

対して支給されます。 

 例） 育児休業取得者の休業期間中（3ヶ月以上）、代わりの人（派遣労働者でもいい）を3

ヶ月以上雇い、育児休業終了後にその育児休業取得者を元の職場に復帰させ、6 ヶ月経過後に

支給要件を満たします。 

   支給額 最初に要件を満たした育児休業取得者が生じた場合 

        中小企業 50 万円  大企業 40 万円 

       その後、3年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合 

        1 人当たり 中小企業 15万円  大企業 10 万円 

 

 B 育児両立支援奨励金  

小学校就学前の子を養育する労働者が、下記のいずれかの制度を利用で

きる旨を就業規則等に定め、3歳以上の未就学児を養育する労働者が利用した場合、事業主に

対して支給されます。 

（復職後の取扱）
第１０条　　復職後
は、休業前とは
同じ職務・職責・
役職に配置す
る。

POINT！

   ①育児休業に準ずる制度 

   ②短時間勤務制度 

   ③フレックスタイム制 

   ④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの制度 

   ⑤所定外労働をさせない制度 
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例） 就業規則等に規定を作っていなくても、未就学児を養育する労働者に対しては、保育園

の送り迎えのために終業時刻を1時間繰り上げる等の措置は、多くの会社で見受けられますが、

実はこの奨励金を受給できる可能性があるのです。 なお、短縮された分の賃金は支払う必要

はありません。 

   支給額  中小企業 40万円  大企業 30 万円 

 

 C 看護休暇制度導入奨励金 

小学校就学前の子を養育する労働者が、子の看護のために年次有給休暇とは別に取得でき

る休暇制度（年間 5 日以上）を新たに就業規則等に規定し、労働者が最初に利用した場合、

事業主に対して支給されます。 

 例） その年分の年次有給休暇を全て取得済みだからといって、突然高熱

を発した子を家に 1 人残して会社に向かう親はいないでしょう。看護休暇制

度によって休んだ日の賃金は支払う必要はありませんから、この制度を就業

規則等に規定しておき、対象者が発生したら申請手続きをとればいいのです。 

 

 支給額  中小企業 40万円  大企業 30 万円 

 

 ■■  ままととめめ  
 

 産前産後休業・育児休業を取得する労働者および適切な雇用管理を行った事業主に対してさ

まざまな助成制度が整備されています。労働者には、休業期間中であっても一定の所得の保障

がされますし、事業主に対しては助成金受給の可能性があります。 

 

 平成 13 年の育児・介護休業法の改正では育児休業の取得を促進するため、また仕事と子育

ての両立を図るため、事業主に対し多くの義務規定、努力義務規定が盛り込まれました。改正

された法律に沿った雇用管理がなされないと罰則の適用を受けることがありますので要注意

です。 

 

 政府がこのような助成制度を打ち出しているのですから、対象となる労働者が生じている会

社、または今後生じる可能性のある会社では受給のための準備をとっておくべきではないでし

ょうか。そのためには就業規則の作成・変更をはじめ各種の手続きや届

出が必要となる場合があります。もし今回のテーマに興味をお持ちでし

たら、下記までご一報ください。        （執筆 坂田） 

それぞれのケースに合わせ、受給のための相談に応じさせていただきます。 
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※ このレポートに対するご質問・お問い合わせは 

事務所名 株式会社人事サポートセンター 

住所 〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-32-5-901 

方針 

企業の人をめぐるさまざまな問題に 

コスト・リスク・モラルアップの三つの側面から 

マネージメントのお手伝いをしたいと考えています。 

アウトソーシング 
給与計算・保険事務・給与専用ソフトを使い月次の給与計算から年末調整・

年度更新等手続きを一括して、一社一社のニーズに細かく対応。 

労務コンプライアンス

診断 

同じことをしてリスクを知っているか否かは大きく違います。行政官庁の調

査・是正勧告を受けた際、罰則・罰金がどの程度あるか診断いたします。 

コンサルタント 

確定拠出年金導入・賃金・退職金制度制定見直し従業員をまきこんだ制度の

構築・社員教育・評価制度設計。労使とも満足のいくものを追及していきま

す。  

 


