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妊娠・出産、子育て期の労使トラブル増加 

－平成 25年度雇用均等行政関係の相談・紛争解決の援助・是正指導の概要－ 
 
  神奈川労働局（局長 水野知親）では、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイ

ム労働法に関して、平成２５年度に雇用均等室が行った相談、紛争解決の援助、是正指導の状況を
とりまとめましたので、公表します。 
 
１ 相 談 ～均等法は特に女性からの相談が多く、妊娠・出産関係が約半数の１８２件 

 
相談 
 
 
３，１８１件 
 
 
 

 
男女雇用機会均等法 

 
育児・介護休業法 

 
パートタイム労働法 

 
        ７８０件 
労使の別） 

 
    ２，２２０件 
 

 
     １８１件 
 

 労働者  49.0％  労働者  29.6％  労働者  38.1％ 
 事業主  29.2％  事業主   55.4％  事業主   41.4％ 

 
２ 紛争解決の援助 ～妊娠・出産、子育て期の労使トラブルが６６件で最大 

 
労働局長による紛争解決の援助 
 
 
 
  １００件 

 
男女雇用機会均等法 

 
育児・介護休業法 

 
パートタイム労働法 

 
         ６０件 

 
       ４０件 

 
       ０件 

 
調停会議による調停 
 
 
 
        ５件 

 
男女雇用機会均等法 

 
育児・介護休業法 

 
パートタイム労働法 

 
          ４件 

 
        １件 

 
       ０件 

 
３ 是正指導 ～母性健康管理の是正指導件数が均等法指導件数全体の約４割 

 
是正指導 
 
 
２，７８０件 
 
 
 
 
 

 
男女雇用機会均等法 

 
育児・介護休業法 

 
パートタイム労働法 

 
        ２０８件 
内容順） 

 
    １，３５９件 
 

 
    １，２１３件 
 

セクハラ   
    １１３件 

短時間勤務 
     ３８１件 

正社員転換 
推進措置  ２４２件 

母性健康管理 
      ８２件 

休業制度 
      ２６４件 

短時間雇用管理者 
の選任    ２１９件 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 今後の対応のポイント 
  ○  妊娠・出産、子育て期にある労働者と事業主との間で、小さなすれ違いから労使ト 
  ラブルに発展するケースが後を絶ちません。 
   その背景には、①男女雇用機会均等法、育児・介護休業法を始めとする関係法令、 
  諸制度について、労使とも十分に理解していない、②妊娠・出産、子育てにより会社 
  への貢献度が一時的に下がる労働者をどのように処遇すべきか会社にノウハウがない 
  などの状況が窺えます。   
  ○ 特に、パート社員や派遣社員など近年増加している非正規で働く人についても、男

女用機会均等法や育児・介護休業法が適用されることの浸透を図るため、子育てをし
ながら働き続けたい女性向け資料「あなたも取れる！ 産休＆育休」(厚生労働省作成)
や「妊娠・出産、産前産後休業又は育児休業の申出や取得等を理由とした不利益な取
扱いは禁止されています！／神奈川労働局雇用均等室にご相談ください」(神奈川労働
局作成)を配布しています。 

  ○ 一方、職業人としての成長を視野に入れつつ、妊娠・出産、子育て期をどのように 
  乗り切ればよいのか、女性も、そして企業も問われています。 
      職場の４割を占める女性の活躍は、企業活性化の鍵と言えます。 
   神奈川労働局では、引き続き、労働局長を始めとする職員が企業を訪問して、ポジ 
 ティブ・アクションの取組の促進を働きかけるほか、当局ホームページに開設した                                       
  「ポジティブ・アクション特設サイト」の一層の充実を図ることとしています。 
 
（参考資料） 
 別添１ あなたも取れる！ 産休＆育休 
 別添２ 妊娠・出産、産前産後休業又は育児休業の申出や取得等を理由とした不利益な取扱いは

禁止されています！／神奈川労働局雇用均等室にご相談ください 

 別添３  職場でつらい思い、していませんか？／ここに相談できる人がいます！ 
別添４ 女性が輝く社会の実現に向けて 
別添５ 「女性の活躍推進宣言コーナー」に登録して下さい 
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厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

子育てをしながら働き
続けたい

あなたも取れる！
産休＆育休

厚生労働省ホームページ
●働きながらお母さんになるあなたへ
　（妊娠、出産、育児と仕事の両立に関する情報をやさしく解説）
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/23.html

●育児休業や介護休業を取得することができる期間雇用者について
　（育児休業等の対象となる期間雇用者の要件について解説）
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/27.html

●育児・介護休業法のあらまし（育児・介護休業法の詳しい解説）
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/11.html

その他のウェブサイト（厚生労働省委託事業）
●女性にやさしい職場づくりナビ
　（妊娠中、産後の働き方でお困りのときはウェブ相談できます）
　http://www.bosei-navi.go.jp/

●イクメンプロジェクト（育てる男が、家族を変える。社会が動く。）
　http://ikumen-project.jp/index.html

●両立支援のひろば（会社の仕事と育児の両立支援の取組を紹介）
　http://www.ryouritsu.jp/

必見

都道府県労働局雇用均等室の電話番号都道府県労働局雇用均等室の電話番号
産前休業

出産予定日の６週間前（双子以上の
場合は14週間前）から、請求すれば
取得できます。

産後休業
出産の翌日から 8 週間は、就業で
きません。
産後６週間を過ぎた後、本人が請
求し、医師が認めた場合は就業でき
ます。

1. 期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の
　 要件を満たすことが必要です
①同一の事業主に引き続き１年以上雇用されている
②子どもの１歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの２歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了し
　ており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

2. 以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません
   （対象外とする労使協定がある場合に限る）
①雇用された期間が１年未満
②１年以内に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が２日以下

3. 日々雇用される方は育児休業を取得できません

産 休

産休とは
産前休業と産後休業のこと 育児休業のこと

育休とは

6週間 8週間 子どもが１歳になるまで 延長も可能
出産 1歳 1歳6ヶ月

育 休

＜育児休業を取得できる方の範囲＞

1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、
会社に申し出ることにより、子どもが1歳になる
までの間で希望する期間、育児のために休業できます。

どなたでも
取得できます

取得できる方
の要件が
決まっています

各種
情報
各種
情報 パート社員 　派遣社

員　 契約社員

労働局名 　　　電話番号  労働局名 　　　電話番号  労働局名 　　　電話番号  労働局名 　　　電話番号

北海道 011-709-2715 東　京 03-6893-1100 滋　賀 077-523-1190 香　川 087-811-8924
青　森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京　都 075-241-0504 愛　媛 089-935-5222
岩　手 019-604-3010 新　潟  025-288-3511 大　阪 06-6941-8940 高　知 088-885-6041
宮　城 022-299-8844 富　山 076-432-2740 兵　庫 078-367-0820 福　岡 092-411-4894
秋　田 018-862-6684 石　川 076-265-4429 奈　良 0742-32-0210 佐　賀 0952-32-7218
山　形 023-624-8228  福　井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長　崎 095-801-0050
福　島 024-536-4609 山　梨 055-225-2859 鳥　取 0857-29-1709 熊　本 096-352-3865
茨　城 029-224-6288  長　野 026-227-0125 島　根 0852-31-1161 大　分 097-532-4025
栃　木 028-633-2795 岐　阜 058-245-1550 岡　山 086-224-7639 宮　崎 0985-38-8827
群　馬 027-210-5009  静　岡 054-252-5310 広　島 082-221-9247 鹿児島 099-222-8446
埼　玉 048-600-6210 愛　知 052-219-5509 山　口 083-995-0390 沖　縄 098-868-4380
千　葉 043-221-2307  三　重 059-226-2318 徳　島 088-652-2718



妊娠から産休、育休、復職後の流れ
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会社の制度が法律の内容を上回っていたり、独自の支援制度があることも考えられますので、各種制度の対象となるか、必
要な手続きなどについて、まずは会社の担当部署、上司に尋ねましょう。
休業の取得などで会社とトラブルになったり、法律の内容について詳しく知りたいときは、会社がある都道府県の労働局
雇用均等室（連絡先は裏表紙、都道府県庁ではありません）へお気軽にご相談ください。

＜産後休業後、子どもが1歳になるまでに復職する場合に利用できる制度＞
■育児時間

生後1年に達しない子どもを育てる女性は、1日2回各々30分間の育児時間を請求できます。
■時間外労働、休日労働、深夜業の制限など

産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様にこれらが適用になります。
■母性健康管理措置

産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることがで
きます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。

■短時間勤務制度、子の看護休暇等（くわしくは、以下をご覧ください。）

 ＜3歳未満又は小学校入学前の子どもを育てている方が利用できる制度＞
■短時間勤務制度

会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てる労働者のために、短時間勤務制度（1日原則として6時間）
を設けなければなりません。

■所定外労働の制限
会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子を育てる労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはいけま
せん。

■子の看護休暇
小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日
間、子どもが2人以上なら10日間、病気やけがをした子どもの看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得す
ることができます。

■時間外労働、深夜業の制限
会社は、小学校入学前の子どもを養育する一定の労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を
超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜（午後10時から午前5時まで）において労
働させてはならないことになっています。

＜産前・産後休業、育児休業をする方への経済的支援＞
■育児休業給付

雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の50％（※）の給付を受けることができます。

■育児休業等期間中の社会保険料の免除
事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本
人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

■産前・産後休業期間中の社会保険料の免除（平成26年４月１日から施行）
産前・産後休業期間中についても育児休業期間と同様、厚生年金・健康保険料の免除などが行われる予定です。

■出産手当金
出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。

会社が、育児休業の取得を理由
として、契約を更新しなかった
り、休業を終了する日を超えて
休業することを強要すること
は、法律で禁止されています。

【育児休業中】
■復職に向けた準備をする

●復職後に勤務時間帯や残業など、これまでと同じ働き方ができるか
どうか考えましょう。復職後は短時間勤務や所定外労働の制限等を
利用することもできます。

●育児休業期間を延長する必要がないか考えましょう。
　子どもが1歳になった後に保育所に入れないなどの場合、育児休業期

間を子どもが1歳6か月に達する日まで延長することができます。延長
するためには、2週間前までに申し出ることが必要です。

　また、子どもが1歳になるまでの間に期間を延長することもできま
す。この場合、当初終了しようとしていた日の1か月前までに申し出
ることが必要です。

●復職後の労働条件について会社に確認しましょう。

【妊娠が分かったら】
■出産予定日や休業の予定を早めに申し出ましょう。

妊娠・出産後も仕事を続けたいという希望をはっきりと伝えましょう。

■妊婦健康診査を受けるための時間が必要な場合は、会社に申し出ましょう。
【会社が、受診のために確保しなければならない回数】

●妊娠23週までは4週間に1回
●妊娠24週から35週までは2週間に1回
●妊娠36週以後出産までは1週間に1回
●医師等がこれと異なる指示をした場合はその回数

【勤務しなかった日・時間の給与】
●有給か無給かは、会社の定めによります。

 
■妊婦健康診査で主治医から働き方について「休憩が必要」「入院が必要」な
どの指導を受けた場合は、指導内容を会社に申し出て、必要な措置を講
じてもらいましょう。

医師等からの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、
医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入しても
らい、会社に伝えることも効果的です。

【母性健康管理指導事項連絡カードの入手先】
●母子健康手帳（ほとんどの母子健康手帳に様式が記載されているので、

それを拡大コピーして使うことができます。）
●厚生労働省ホームページ
　http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

 
 
【妊娠中の職場生活】
■時間外労働の制限、深夜業の制限、軽易業務への転換などを請求するこ
とができます。

 
■産前休業の申出をする。
　出産予定日の6週間前（双子以上の場合は14週間前）から、請求すれば取

得できます。
　請求の手続きは、会社の定めによります。
 
■育児休業の申出をする。
　育児休業の申出期限は、法律で休業開始予定日の1か月前までと定めら

れているので、産後休業に続けて育児休業をする場合は、産前休業に入
る前や産前休業中に、申出を行うことになります。

　申出は、休業開始予定日や終了予定日などを明らかにして、書面などに
より行わなければなりません。

　育児休業の対象者については、表紙をご覧ください。
 

【産前休業・出産】
　出産日は産前休業に含まれます。
 
【産後休業】

出産の翌日から8週間は、就業することができません。ただし、産後6週
間経過後に、医師が認めた場合は、請求することにより就業できます。

 

POINTPOINT

POINT

本人 会社・上司

本人 会社・上司

■妊娠の報告
 

申請があった場合、会社は、健康
診査のために必要な時間の確保
をしなければなりません。
 
 
 
 
 
 

申出があった場合、会社は指導
内容に応じた適切な措置（妊娠
中の通勤緩和、妊娠中の休憩に
関する措置、妊娠中の症状に対
応する措置）を講じなければな
りません。
 
 
 
 
 
 
 

会社が、労働者の妊娠・出産・産
前産後休業を取得したことなど
を理由として、労働者を解雇し
たりすることは法律で禁止され
ています。

会社は、育児休業の申出者に対
して、育児休業開始予定日や終
了予定日などを速やかに通知し
なければなりません。
また、休業中の給与、休業後の配
置などについてあらかじめ周知
するよう努力しなければなりま
せん。
 
産前・産後休業期間及びその後
30日間の解雇は禁止されてい
ます。

【妊娠中】

（※）平成26年3月現在の支給割合です。最新の支給割合は、ハローワークへお問い合わせください。
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会社の制度が法律の内容を上回っていたり、独自の支援制度があることも考えられますので、各種制度の対象となるか、必
要な手続きなどについて、まずは会社の担当部署、上司に尋ねましょう。
休業の取得などで会社とトラブルになったり、法律の内容について詳しく知りたいときは、会社がある都道府県の労働局
雇用均等室（連絡先は裏表紙、都道府県庁ではありません）へお気軽にご相談ください。

＜産後休業後、子どもが1歳になるまでに復職する場合に利用できる制度＞
■育児時間

生後1年に達しない子どもを育てる女性は、1日2回各々30分間の育児時間を請求できます。
■時間外労働、休日労働、深夜業の制限など

産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様にこれらが適用になります。
■母性健康管理措置

産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることがで
きます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。

■短時間勤務制度、子の看護休暇等（くわしくは、以下をご覧ください。）

 ＜3歳未満又は小学校入学前の子どもを育てている方が利用できる制度＞
■短時間勤務制度

会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てる労働者のために、短時間勤務制度（1日原則として6時間）
を設けなければなりません。

■所定外労働の制限
会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子を育てる労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはいけま
せん。

■子の看護休暇
小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日
間、子どもが2人以上なら10日間、病気やけがをした子どもの看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得す
ることができます。

■時間外労働、深夜業の制限
会社は、小学校入学前の子どもを養育する一定の労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を
超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜（午後10時から午前5時まで）において労
働させてはならないことになっています。

＜産前・産後休業、育児休業をする方への経済的支援＞
■育児休業給付

雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の50％（※）の給付を受けることができます。

■育児休業等期間中の社会保険料の免除
事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本
人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
■産前・産後休業期間中の社会保険料の免除（平成26年４月１日から施行）

産前・産後休業期間中についても育児休業期間と同様、厚生年金・健康保険料の免除などが行われる予定です。
■出産手当金

出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。

会社が、育児休業の取得を理由
として、契約を更新しなかった
り、休業を終了する日を超えて
休業することを強要すること
は、法律で禁止されています。

【育児休業中】
■復職に向けた準備をする

●復職後に勤務時間帯や残業など、これまでと同じ働き方ができるか
どうか考えましょう。復職後は短時間勤務や所定外労働の制限等を
利用することもできます。

●育児休業期間を延長する必要がないか考えましょう。
　子どもが1歳になった後に保育所に入れないなどの場合、育児休業期

間を子どもが1歳6か月に達する日まで延長することができます。延長
するためには、2週間前までに申し出ることが必要です。

　また、子どもが1歳になるまでの間に期間を延長することもできま
す。この場合、当初終了しようとしていた日の1か月前までに申し出
ることが必要です。

●復職後の労働条件について会社に確認しましょう。

【妊娠が分かったら】
■出産予定日や休業の予定を早めに申し出ましょう。

妊娠・出産後も仕事を続けたいという希望をはっきりと伝えましょう。

■妊婦健康診査を受けるための時間が必要な場合は、会社に申し出ましょう。
【会社が、受診のために確保しなければならない回数】

●妊娠23週までは4週間に1回
●妊娠24週から35週までは2週間に1回
●妊娠36週以後出産までは1週間に1回
●医師等がこれと異なる指示をした場合はその回数

【勤務しなかった日・時間の給与】
●有給か無給かは、会社の定めによります。

 
■妊婦健康診査で主治医から働き方について「休憩が必要」「入院が必要」な
どの指導を受けた場合は、指導内容を会社に申し出て、必要な措置を講
じてもらいましょう。

医師等からの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、
医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入しても
らい、会社に伝えることも効果的です。

【母性健康管理指導事項連絡カードの入手先】
●母子健康手帳（ほとんどの母子健康手帳に様式が記載されているので、

それを拡大コピーして使うことができます。）
●厚生労働省ホームページ
　http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

 
 
【妊娠中の職場生活】
■時間外労働の制限、深夜業の制限、軽易業務への転換などを請求するこ
とができます。

 
■産前休業の申出をする。
　出産予定日の6週間前（双子以上の場合は14週間前）から、請求すれば取

得できます。
　請求の手続きは、会社の定めによります。
 
■育児休業の申出をする。
　育児休業の申出期限は、法律で休業開始予定日の1か月前までと定めら

れているので、産後休業に続けて育児休業をする場合は、産前休業に入
る前や産前休業中に、申出を行うことになります。

　申出は、休業開始予定日や終了予定日などを明らかにして、書面などに
より行わなければなりません。

　育児休業の対象者については、表紙をご覧ください。
 

【産前休業・出産】
　出産日は産前休業に含まれます。
 
【産後休業】

出産の翌日から8週間は、就業することができません。ただし、産後6週
間経過後に、医師が認めた場合は、請求することにより就業できます。

 

POINTPOINT

POINT

本人 会社・上司

本人 会社・上司

■妊娠の報告
 

申請があった場合、会社は、健康
診査のために必要な時間の確保
をしなければなりません。
 
 
 
 
 
 

申出があった場合、会社は指導
内容に応じた適切な措置（妊娠
中の通勤緩和、妊娠中の休憩に
関する措置、妊娠中の症状に対
応する措置）を講じなければな
りません。
 
 
 
 
 
 
 

会社が、労働者の妊娠・出産・産
前産後休業を取得したことなど
を理由として、労働者を解雇し
たりすることは法律で禁止され
ています。

会社は、育児休業の申出者に対
して、育児休業開始予定日や終
了予定日などを速やかに通知し
なければなりません。
また、休業中の給与、休業後の配
置などについてあらかじめ周知
するよう努力しなければなりま
せん。
 
産前・産後休業期間及びその後
30日間の解雇は禁止されてい
ます。

【妊娠中】

（※）平成26年3月現在の支給割合です。最新の支給割合は、ハローワークへお問い合わせください。



厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

子育てをしながら働き
続けたい

あなたも取れる！
産休＆育休

厚生労働省ホームページ
●働きながらお母さんになるあなたへ
　（妊娠、出産、育児と仕事の両立に関する情報をやさしく解説）
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/23.html

●育児休業や介護休業を取得することができる期間雇用者について
　（育児休業等の対象となる期間雇用者の要件について解説）
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/27.html

●育児・介護休業法のあらまし（育児・介護休業法の詳しい解説）
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/11.html

その他のウェブサイト（厚生労働省委託事業）
●女性にやさしい職場づくりナビ
　（妊娠中、産後の働き方でお困りのときはウェブ相談できます）
　http://www.bosei-navi.go.jp/

●イクメンプロジェクト（育てる男が、家族を変える。社会が動く。）
　http://ikumen-project.jp/index.html

●両立支援のひろば（会社の仕事と育児の両立支援の取組を紹介）
　http://www.ryouritsu.jp/

必見

都道府県労働局雇用均等室の電話番号都道府県労働局雇用均等室の電話番号
産前休業

出産予定日の６週間前（双子以上の
場合は14週間前）から、請求すれば
取得できます。

産後休業
出産の翌日から 8 週間は、就業で
きません。
産後６週間を過ぎた後、本人が請
求し、医師が認めた場合は就業でき
ます。

1. 期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の
　 要件を満たすことが必要です
①同一の事業主に引き続き１年以上雇用されている
②子どもの１歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの２歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了し
　ており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

2. 以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません
   （対象外とする労使協定がある場合に限る）
①雇用された期間が１年未満
②１年以内に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が２日以下

3. 日々雇用される方は育児休業を取得できません

産 休

産休とは
産前休業と産後休業のこと 育児休業のこと

育休とは

6週間 8週間 子どもが１歳になるまで 延長も可能
出産 1歳 1歳6ヶ月

育 休

＜育児休業を取得できる方の範囲＞

1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、
会社に申し出ることにより、子どもが1歳になる
までの間で希望する期間、育児のために休業できます。

どなたでも
取得できます

取得できる方
の要件が
決まっています

各種
情報
各種
情報 パート社員 　派遣社

員　 契約社員

労働局名 　　　電話番号  労働局名 　　　電話番号  労働局名 　　　電話番号  労働局名 　　　電話番号

北海道 011-709-2715 東　京 03-6893-1100 滋　賀 077-523-1190 香　川 087-811-8924
青　森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京　都 075-241-0504 愛　媛 089-935-5222
岩　手 019-604-3010 新　潟  025-288-3511 大　阪 06-6941-8940 高　知 088-885-6041
宮　城 022-299-8844 富　山 076-432-2740 兵　庫 078-367-0820 福　岡 092-411-4894
秋　田 018-862-6684 石　川 076-265-4429 奈　良 0742-32-0210 佐　賀 0952-32-7218
山　形 023-624-8228  福　井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長　崎 095-801-0050
福　島 024-536-4609 山　梨 055-225-2859 鳥　取 0857-29-1709 熊　本 096-352-3865
茨　城 029-224-6288  長　野 026-227-0125 島　根 0852-31-1161 大　分 097-532-4025
栃　木 028-633-2795 岐　阜 058-245-1550 岡　山 086-224-7639 宮　崎 0985-38-8827
群　馬 027-210-5009  静　岡 054-252-5310 広　島 082-221-9247 鹿児島 099-222-8446
埼　玉 048-600-6210 愛　知 052-219-5509 山　口 083-995-0390 沖　縄 098-868-4380
千　葉 043-221-2307  三　重 059-226-2318 徳　島 088-652-2718



働きながら妊娠・出産・育児をされる方へ

神奈川労働局雇用均等室へご相談を！（匿名でも大丈夫・無料です）

妊娠・出産・産休・育休などを
理由とする、解雇、不利益な異動、
減給、降格などの不利益な取扱いは、

法律で禁止されています。

1年契約で更新されてきたが、
妊娠を伝えたところ、次の
契約更新はしないと言われた。

上司から、産休・育休は取れない
と言われた。

厚生労働省・都道府県労働局

・・・・・

妊娠を伝えたところ、
遠隔地への異動を命じられた。

〒231-8434
横浜市中区北仲通５丁
目５７番地 横浜第２
合同庁舎 １３階

☎０４５-２１１-７３８０
受付時間 8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

★都道府県労働局雇用均等室とは？
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、パートタイム労働法の施行、これらの法律の周知、履行確保等を行う国の機関です。
・労働者や事業主の方々からの相談の受付け、適切な雇用管理がなされるよう事業主への報告徴収や是正指導を行っています。
・労働者と事業主の間に上記法律に関するトラブルが起きた場合は、労働局長による援助や調停会議も行っています。

職場でつらい思い、していませんか？
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妊娠期 産前6週間 産後8週間
小学校
入学1歳 3歳

産前・産後休業

短時間勤務制度（所定労働時間を１日原則6時間にする制度）

育児時間（1日2回、少なくとも各30分）

時間外労働・深夜業等の制限、
母性健康管理措置
（保健指導・健康診査を受けるための時間の確保、
医師の指導に沿った措置を受ける制度） 等

8週間

出産

所定外労働（残業）の制限

子の看護休暇（子が1人なら年5日、2人以上なら年10日）

時間外労働の制限（1か月24時間、1年150時間）、
深夜業の免除（午後10時～午前5時）

※非正規雇用労働者を含め、すべて
の女性労働者が産前・産後休業を
取得できます。

6週間

保育所に入所できない
等の場合、1歳6か月ま
で育児休業を延長する
ことができます。

両親共に育児休業を
した場合は、休業対
象となる子の年齢が
原則1歳までから原
則1歳2か月までに
延長されます。
(パパ・ママ育休プラス)

育児休業
育児休業給付の給付割合が、休業開始後6ヶ月
につき、67%に引き上げられました！

●大学卒業後、22歳時に就職、28歳で第一子、31歳で第二子を出産した女性の場合。

～妊娠・出産・育児をしながら働く女性のための制度～

豆知識
～いちど退職してしまうと、生涯賃金に大きな差が出ます～

※非正規雇用労働者であっても、一定の要件
を満たせば取得できます。
※女性は産後休業終了後から、男性は出産予
定日から取得できます。

事業主に申出・請求する
ことで利用できます！

大卒 生涯所得
（退職金含む）

育児休業を１年間利用して仕事を続けた場
合（従前の給与の４割を支給したと仮定）

2億5,737万円

出産退職後、パート・アルバイトとして子
どもが６歳で再就職した場合

4,913万円

（出産）

（退職）

（再就職）

パート等で復帰をしても
正社員として継続就労して
いた場合と所得差は歴然出産・子育て期に

一旦退職することで、
所得がゼロに

年齢

所
得

所
得 所

得

出典：平成１７年国民生活白書

遅くとも、育児休業開始予定
日の1か月前までに会社へ育
児休業申出書等を提出します。

産休、育休期間中は保険料負担が免除されます！

大
き
な
差



妊娠・出産、産前産後休業又は育児休業の申出や取得等を理由とした

不利益な取扱いは禁止されています！

（第 9 条第 3 項）１ 男女雇用機会均等法で禁止されている「理由」

・妊娠又は出産したこと。

・妊娠中や出産後の健康管理に関する措置（母性健康管理措置※）を求め、または受けたこと。

  ※妊娠中又は産後１年以内の労働者が、医師等から休業等の指示を受けた場合は、事業主は指導事項を守

ることができるよう適切な措置を講ずる必要があります

・坑内業務・危険有害業務に就けないこと、就かないことを申出、または就かなかったこと。

・産前休業を請求または休業したこと、産後に就業できないこと、または産後休業したこと。

・妊娠中の女性が軽易業務への転換を請求、または転換したこと。

・妊産婦が時間外・休日・深夜に労働しないことを請求、または労働しなかったこと。

・育児時間を請求、または取得したこと。

・妊娠または出産に起因する症状により労働できないこと、労働できなかったこと、または

労働能率が低下したこと。

２ 育児・介護休業法で禁止されている「理由」

（第 10 条､第 16 条､第 16 条の 4､第 16 条の 7､第 16 条の 9､第 18 条の 2､第 20 条の 2､第 23 条の 2）

・育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、

深夜業の制限及び所定労働時間の短縮措置について、申出または取得等したこと

３ 不利益取扱いの例

・解雇すること。

・期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。

・あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。

・退職の強要や正社員からパートタイム労働者等への労働契約内容の変更の強要を行うこと

・不利益な自宅待機を命ずること。

・降格させること。

・減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと。

・昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。

・不利益な配置の変更を行うこと。

・派遣労働者について、派遣先が当該派遣労働者の勤務を拒むこと。（均等法）

・労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、

深夜業の制限または所定労働時間の短縮措置等を適用すること。（育介法） 等

■産前産後休業の期間及びその後３０日間の解雇は禁止されています。（労働基準法第 19 条）

■妊娠中・産後１年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」を事業主が証明

しない限り無効となります。（男女雇用機会均等法第 9 条第 4 項）



神奈川労働局雇用均等室にご相談ください

雇用均等室ってどんなところ？

●厚生労働省の出先機関です。

●男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法等に関するご相談をお受けし、法制

度のご説明をするほか、ご希望により労使間のトラブルを解決するためのお手伝いをしています。

また、事業主に対する行政指導も行っています。

●ご相談があったことや相談内容を、相談者の了解なく事業主等の第三者に伝えることはありません。

●働く妊婦さんからの相談例

妊婦検診で「切迫流産のため、自宅療養が必要」と診断され、

会社の了解を得て休んでいたのに、会社から「これ以上休むなら

退職してほしい」と言われました。退職しなければならないので

しょうか？

               

労働者が妊娠したことや、医師等の指導により休業等をしたこと等を理由とする不利益な取扱い

は禁止されています！（※詳しくは裏面へ）

派遣会社の営業担当者に妊娠を報告したら、「派遣先と当社の派遣契約が今後も更新される

かわからないので、産休・育休は取れません」と言われ、次回の雇用契約も更新してもらえな

いようで困っています。

派遣スタッフでも、派遣元に１年以上雇用されている等の一定の要件を満たす場合については、

派遣元と派遣先の派遣契約が存続するか否かに関わらず、産休に引き続いて育児休業も取得する

ことができます！また、妊娠等を理由として雇用契約を更新しないことは禁止されています！

●事業主さんからの相談例

？？正社員なのに育児のために短時間勤務？？

育児休業中の正社員から、「復帰した後は、勤務時間を６時間にしてほしい」と相談があ

  りました。当社の就業規則には育児のために短時間勤務ができるという制度の規定はないの

で、労働者にパートになるか退職するよう求めてもよいでしょうか・・・

３歳に達するまで（３歳の誕生日の前日まで）の子を養育する労働者が申出により所定労

働時間を原則６時間とする短時間勤務制度を就業規則に規定し、申出があれば利用させる必

要があります！また、申出により正社員をパートにすることや退職を強要すること等は禁止

されています！

神奈川労働局雇用均等室 ☎０４５－２１１－７３８０

●みなとみらい線[馬車道]駅４番出口すぐ ●JR[桜木町]駅徒歩約１０分

〒231-8434 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2 合同庁舎 13 階



資料２









 
 

● 厚生労働省のポジティブ・アクション普及促進に賛同する企業として、経営トップに自社の女性

活躍推進について宣言していただくコーナーです。 
 
● 業種、所在地別、企業名などでの検索が可能です。神奈川労働局では、宣言企業の一覧をＨＰに

掲載したり、就活中の学生にアピールしたり、周知に力を入れていきます。 
 
● 女性が能力を十分に発揮し働きやすい企業として、あなたの会社を広くアピールしてみません

か？ 
 

１．こんなサイトです 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

２．アクセス方法 
  

女性の活躍推進 宣言        検察 
 

 アドレス http://www.positiveaction.jp/declaration/ 

検索 

会社のロゴ、社長の写真、本社の

建物を表示することができます。 

御社の所在地等の基本データも表

示できます。 

宣言（自由記入）欄です。 
御社の魅力を十分アピールしてく

ださい！ 

株式会社ポジティブ・アクション 社長○○×× 



３．入力方法は、こんなに簡単です 

Step１．「宣言する」をクリック！ 

  
 
 
 
 
    ここをクリック 
 
 
 

Step２．目標、取組内容などを選択してクリック！ 

 
 
 
 
 

○ 目標や取組内容等の項目が 
リストアップされています。 

 
○ 取り組もうと思う内容を 

クリックするだけで入力が 
完了します。 

  
○ 自由記載もできます 

 
 
 
 

Step３．トップ（会社）のメッセージを入力 

 
 
 

メッセージを 
３０文字×５行以内で 
入力してください。 

 
 

次のどれかのデータを添付 
① 宣言者顔写真 
② 本社建物写真 
③ 企業ロゴマーク 

 

Step４．担当者連絡先を入力  →  確認  →  完了 

 


