
特　

集

企業も労働者も負担が 軽 減

助成金を活用して
W L B を実現する

　仕事と家庭の両立を図りたいと思う労働者とその両立を支援したいと思う企業。

　その中でネックのひとつとなるのが経費の問題ではないでしょうか。

　様々な支援を継続的に進めるためにも企業の運営経費の軽減が望まれます。ま

た経費負担の増加による不安定な運営は、労働者にとっても使い勝手が良くあり

ません。

　今回ご紹介する助成金制度や企業の活用事例の中から、あなたの会社に合う、

企業にとっても労働者にとっても満足できる支援制度が見つかるかもしれません。

◦両立支援レベルアップ助成金で仕事と家庭の両立を応援します！

◦活用事例からマナブ

◦その他にも助成金はあります！

�楽しい働き方 暮らし方を進める情報誌 3 ●



1 育 児 休 業 者 の た め に

両立支援レベルアップ助成金 代替要員確保コース
　育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規
則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に
復帰させた事業主に支給されます。

（１）	原職等復帰について、平成12年４月１日以降新たに就業規則等に規定した事業主の場合

2２人目以降の支給対象労働者が生じた場合
（最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から５年
間、1と合わせて１事業所当たり１年度10人まで）

中小企業 15万円 10万円大企業

1 	最初に要件を満たした育児休業取得者（支給対象労
働者）が生じた場合
※	［　］内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事
業主行動計画の策定・届出がない場合の金額です。

中小企業 50万円
［40万円］※

40万円
［30万円］※

大企業

（２）	原職等復帰について、平成12年３月31までに既に就業規則等に規定していた事業主の場合

支給対象労働者が生じた場合
＊平成12年４月１日以降、最初に支給対象労働者
が生じた日の翌日から５年間、１事業所当たり１
年度10人まで

中小企業 15万円 10万円大企業

両立支援レベルアップ助成金で
仕事と家庭の両立を応援します！
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2 育 児・介 護 休 業 者 の た め に

両立支援レベルアップ助成金 休業中能力アップコース
　育児休業者または介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、これらの労
働者の能力の開発及び向上を図るため、次のいずれか１つ以上の措置（職場復
帰プログラム）を実施した事業主・事業主団体に支給されます。

3 未 就 学 児 童 の た め に

両立支援レベルアップ助成金 子育て期の柔軟な働き方コース
　小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる次のいず
れかの制度を新たに就業規則等に規定し、３歳以上小学校就学の始期に達する
までの子を養育する労働者が、これらの制度を利用した場合に、事業主に支給
します。

（１）在宅講習　（２）職場環境適応講習　（３）職場復帰直前講習　（４）職場復帰直後講習

中小企業 21万円 16万円大企業支給は、１事業所当たり育児休業者、介護休業者そ
れぞれ延べ100人までです。

（２）職場環境適応講習と（３）職場復帰直前講習を同時期に実施する場合は、職場復帰直前講習の支給が優先
されます。

支給限度額　支給対象労働者１人当たり

（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度（労働基準法第32条の３の規定による
労働時間の制度）　（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

（１）、（２）に該当する制度の場合

1支給対象労働者が最初に生じた場合

中小企業 50万円
［40万円］※

40万円
［30万円］※

大企業

中小企業 15万円 10万円大企業

2２人目以降の支給対象労働者が生じた場合
（最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から５年
間、1と合わせて１事業主当たり延べ10人まで）

支給対象労働者が最初に生じた場合
１事業主１回限りの支給 中小企業 20万円

［15万円］※
15万円
［10万円］※

大企業
※	［　］内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業
主行動計画の策定・届出が無い場合の金額です。

上記以外の制度の場合
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両立支援レベルアップ助成金 事業所内託児施設設置・運営コース
　労働者のための託児施設を事業所内（労働者の通勤経路またはその近接地域
を含む）に設置、運営及び増築を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部
を助成します。また、保育遊具等購入費用の一部についても助成します。

助成率等 助成限度額

設置費

中小企業３分の２※

大企業２分の１
１事業主１施設限り

2,300万円

運営費
（運営開始後５年間）

通常型 施設の現員に応じ　最高699万6千円

時間延長型 施設の現員に応じ　最高951万6千円

深夜延長型 施設の現員に応じ　最高1,014万6千円

体調不調児対応型 上記それぞれの型の運営に係る額＋165万円

増築費 ２分の１
増　築 1,150万円（5人以上の定員増を伴う増築、体調

不調児のための安静室等の整備）

建替え 2,300万円（5人以上の定員増を伴う建替え）

保育遊具等購入費
自己負担金10万円を

控除した額 40万円

※平成19年４月１日から平成22年３月31日までの措置です。

両立支援レベルアップ助成金 ベビーシッター費用等補助コース
　労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の全部または一部に
ついて、補助等を行う旨を就業規則等に規定し、実際に費用補助を行った事業
主に、その補助等の額の一定割合を助成します。	

中小企業 ２分の１ ３分の１大企業年間限度額は企業規模にかかわらず、１人当たり
30万円、かつ、１事業所当たり360万円です。
また、支給は１事業所当たり５年間を限度とします。

助成率

　また、労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年４月１日以降新たに設けた事業主で、初め
て労働者に費用補助を行った場合に、上記の費用助成に加えて一定額の助成をします。

中小企業 40万円
［30万円］※

30万円
［20万円］※

大企業

支給額　（１事業主につき）
※	［　］内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業
主行動計画の策定・届出がない場合の金額です。
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4 職 場 環 境 の 整 備 の た め に

両立支援レベルアップ助成金 職場風土改革コース
　労働者に対する両立支援を推進するため、両立支援制度を労働者が気兼ねな
く利用することができるよう、職場風土改革に計画的に取り組む事業主（常時
雇用する労働者の数が300人以下で、かつ、子育て世代の労働者が50人以上の
事業主）を㈶21世紀職業財団地方事務所長が指定した上で、指定を受けた事業
主が成果をあげた場合に、支給します。

１年度目 事業実施前に
比べ両立指標
の得点が向上
した事業主

50万円

２年度目 １年度目より
さらに両立指
標の得点が向
上した事業主

50万円

２か年度にわたる取組みの結果、
女性の育児休業取得率が80％以
上、かつ、事業終了後の両立指
標の得点が190点以上の事業主

50万円を加算
加算については、１年度目、２年度目の２か年にわたって支給を受けた事業主が対象となります。

5 男 性 の 育 児 支 援 の た め に

両立支援レベルアップ助成金 男性労働者育児参加促進コース
　男性の育児休業取得を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職
場づくりに向けた取組みを行う事業主を㈶21世紀職業財団地方事務所長が指定
した上で、指定を受けた事業主が実際に取組を行った場合に、１年度につき50
万円、２年度を限度として支給します。

両立支援レベルアップ助成金の詳細・お問い合わせ先

財団法人 21世紀職業財団 千葉事務所
TEL：０４３‐２２５‐２２９５
FAX：０４３‐２２５‐２０８０
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職能訓練プログラムと

休職中の職場情報
の提供

　東武百貨店船橋店に育児休業制度

が導入されたのは、昭和58年のこと。

女性の多いデパートだからこそ、い

ちはやく制度を充実させることが求

められてきたのだろう。その実績を

ふまえて、平成７年に「休業中能力

アップコース」がスタートすると同

時に助成金活用を始めることができ

た。平成19年12月までに87人が制

度を利用したという。平成19年１月

には、社員の出産・育児に関する制

度の整備が良好と認められ、船橋商

工会議所により「平成18年度子育て

支援優良事業所」に認定されている。

　「私が入社した平成４年当時は、

結婚や出産を契機に退職する女性が

多かったんです」と望月さん。季節

や流行、顧客ニーズの変化にあわせ、

扱う商品や売り場のレイアウトが変

わるデパートでは、休職期間中に職

場とのつながりが断たれてしまうと、

復帰が難しくなるという。そのため

に東武百貨店船橋店が実施したのが

「育児休職フォローアップ」プログラ

ムだ。

　このプログラムの特徴は、休職中

の在宅講習や職場復帰直前・直後の

講習といった職能訓練プログラムに

加えて、商品情報やメッセージカー

ドの送付といった職場の動きを知る

ことのできる情報提供にある。

　「原職復帰で元の売り場に戻った

ら、すぐに業務が再開できる。そん

企業１

休業中能力アップコース

職場とのつながりを
実感してもらうために
株式会社	東武百貨店	船橋店
店舗運営部　望月	淑江さん

顧客サービス担当の望月さんと松本さん

活

用

事

例

か

らマナブ

安心して子育てに専念していただくために
精一杯サポートします
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な安心感を持ってもらえるように、

私たちの持っている情報はすべて提

供しています。また、休職中も会社

とのつながりを感じてもらい、安心

して職場に戻ってほしいと思ってい

ます。」

新入社員教育を

ベースとした

基礎からの	
学習

　「育児休職フォローアップ」プログ

ラムは、３つのステップに分けて行

われている。それぞれのステップの

内容について、望月さんに聞いた。

①在宅講習と情報提供

　まず、休職に入る前に事前研修を

実施、カリキュラムを作成して休職

者に送付。休職期間中は、カリキュ

ラムに沿って通信教育用テスト用紙

を月１回、社内報や店報など経営方

針、新商品、労働組合などの情報・

個々の休職者に向けたメッセージを

月２回郵送している。

　月１回送られる通信テスト教育は、

会社概要や企業理念から販売実務に

関することまでと多岐にわたる内容

だ。

　「企業理念や社長の名前、コンセプ

トなど、新入社員の時に覚えた基本

を休職を機会に確認してもらうこと

が狙いです。原価計算などの問題は、

やや簡単にしてあるので『大丈夫、

わかる』という自信につながってく

れればと思っています。今後はもっ

とレベルアップし、時事問題や一般

常識といった問題も取り入れていく

ことを考えています。」と望月さん。

　テスト用紙には通信欄が設けられ

ており、休職者の近況やテスト内容

への質問などが書き込めるように

なっているのが特徴。近況報告で得

られた情報を基に、次回の情報提供

の際、望月さんからのメッセージカー

ドが届く。できるだけ事務的になら

ず、個々の休職者とコミュニケーショ

ンがとれるように工夫した結果だと

いう。

　「もともと、お客様に送るメッセー

ジを手書きで作ったりしていました

から、今度はそれを従業員に向けて

いければいいのではないかと思った

んです。休職中でも会社や職場の仲

間はあなたを忘れていない。待って

いるから、レベルアップして戻って

きてほしいというメッセージが伝わ

れば、安心して子育てに取り組める

のではないでしょうか。こうして作

成した資料は、すべて助成金受給用

の資料にもなりますし、休職者との

交流を楽しんで作っています。」

　このテストの重要なポイントは、

休職者から返送されてきた問題をす

ぐに採点返送しないこと。採点と評

価は職場復帰直後講習で担当者と対

面で行われ、現職への復帰に役立て

られている。

②職場復帰前講習

　職場復帰の１か月前から、復帰後

の勤務シフト確認等の調整が開始さ

れる。東武百貨店船橋店は基本的に

原職復帰、休職前と同じ売り場に勤

務することになる。

　職場復帰前講習は、復帰後の仕事

内容や勤務時間に関する打合せ、復

帰する売り場の現況説明、福利厚生

の説明など。

　「職場復帰前講習は、戻ってすぐ

元の売り場で業務が再開できること

を実感してもらうためのもの。職場

復帰に関する不安や不明点を極力残

さないように配慮しています。」

③職場復帰直後講習

　プログラムの仕上げとなるのが、

休職期間終了直後に実施される職場

復帰直後講習。復帰後、およそ１週

間にわたって実施される。

　内容は育児休職中に変更になった

売場や、新規導入商品の確認、店内

見学、POS操作訓練、売場のマーチャ

ンダイジング計画など。

　「休職からの復帰をプログラム化

することによって、現職復帰が１週

間程度で可能になりました。また、

全体のスケジュールを設定すること

で、助成金申請をいつ行うべきかと

いった、私たちの側の問題も解決し

ます。こうした取組みと同時に、忘

れてはいけないのは職場の環境づく

り。復帰後の子育てについて、周囲

の理解を得ることも重要だと考えて

います。」

　休んでいる間も月２回送ら
れてくる資料で職場のことを知
ることができ、安心できました。
　子どもの世話をしながら毎月の課
題に取り組むのは正直いって大変。でも、
結局は自分のためですから、子どもの寝ている間に一気に勉強する
習慣を身につけて頑張りました。

スポーツ紳士服部　オーダーワイシャツ担当
岡田　美香さん（育児休職制度利用者）
◦出産日：平成18年５月19日
◦産後休業期間：平成18年５月20日〜７月14日
◦育児休業期間：平成18年７月15日〜平成19年４月29日

�楽しい働き方 暮らし方を進める情報誌 3 ●



特　

集

助成金を活用してW L B を実現する
企業も労働者も負 担が 軽 減

　平成15年、当時の新東京国際空港

公団（現・成田国際空港株式会社）

は、空港従業員からの要望が多かっ

た空港内保育施設の設置について、

空港内の事業所を対象に需要調査を

実施した。その結果、非常に高い需

要があることが判明したため、平成

16年４月に事業所内託児施設を開園

することに決定。

　成田空港が円滑に機能するための

支援を行っていた、財団法人成田国

際空港振興協会の「空港従事者の資

質向上事業」の一環として託児所の

設置準備が始まった。

　事業所内託児施設といっても、一

般企業とは異なり、さまざまな業種

の複数事業所が共同事業主となる。

そのため、運営計画を決定するにあ

たっては、次のような事情を考慮し

なければならなかった。

①空港内の事業所数は約650社、

従業員数は約４万6000人であ

り、その業種は多岐にわたって

いること

②空港は朝６時から夜23時までの

17時間、年中無休で運用される

ため、従業員は男女ともシフト

勤務者の割合が高いこと

③空港周辺の自治体では比較的待

機児童数が少ないものの、勤務

体系によっては既存の保育施設

の利用が難しい従業員が多いと

考えられること

　このため、男女従業員すべてを対

象としたアンケートを実施、その結

果をふまえて施設の運営計画を決定

した。

・	開園時間は、朝８時から夜20時

まで（前後１時間の延長保育を

行う）

・	休園日なしの通年開園とする

・	臨時利用を希望する従業員に対

企業２

事業所内託児施設
設置・運営コース

働きやすい職場環境を
整備するために
NAA保育ルームたんぽぽ

財団法人	成田国際空港振興協会

マナブ

活

用

事

例

か

ら

空港で働く方の育児と
仕事の両立をお手伝いをします
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応した一時保育を行う

・	子どもの体調不良などに対応す

るため、安静室を設け、看護師

を配置する

22社の共同事業主で運営をスタート　

　こうして運営計画は決まった。次

は運営費である。保育施設の安定し

た運営のためには、経費の肥大化は

好ましくない。そのため、公的な助

成制度の活用を検討し、「事業所内

託児施設設置・運営コース」の申請

を行うことになった。

　ここで問題となったのが、当初共

同事業主として予定していた空港内

事業所の数だ。これまで助成金を受

給してきた事業所内託児施設は、そ

のほとんどが単独の企業か、数社程

度の関連企業が共同事業主として運

営するもの。成田空港内の約650社

が共同事業主となり、全従業員が利

用できるという規模の事業所内託児

施設は前例がなかった。規模が大き

くなれば、膨大な事業費が必要とな

る。また事務が煩雑化し、運営開始

までに長い期間が必要となることも

予測された。

　そのため考え出されたのが、入園

希望者のいる事業所に共同事業主と

しての参画を依頼するという方法。

新たに入園希望者が出た事業所につ

いては、その都度対応を行うことと

し、まずは22社を共同事業主として

運営をスタートした。

NAA保育ルーム

たんぽぽの現状

　平成20年１月現在、「NAA保育

ルームたんぽぽ」の共同事業主は成

田空港内に事業所のある、航空会社

をはじめとする20の企業が参画して

いる。

　この共同事業主になるためには

「次世代育成支援対策推進法」に基

づき各社の就業規則に反映されてい

ることが必要。要件を満たしていな

い場合は就業規則の変更や行動計画

の策定等をお願いしているという。

　保育ルームの運営は業務委託で、

今年度は32名の園児が在園してい

る。職員の配置は、空港内という場

所を考慮し、児童福祉法に定められ

た基準よりも厚めに配置されている。

　また、運営は施設長を含む常勤の

保育士、看護師、栄養士の他非常勤

職員によって行われており、当日の

園児の数を考慮したシフト体制と

なっている。

　施設運営にあたっては、常に園児

の安全を念頭に置き、施設から空港

内の見学者デッキに至る園児の散歩

コースも、空港の管理運営者である

成田国際空港株式会社と協議調整

し、安全なルートを設定していると

いう。

　また、利用者からのフィードバッ

クを受けるためアンケートを毎年実

施。平成17年には、園児の成長にあ

わせて十分な運動のできるスペース

をという保護者からの要望で園庭が

設置された。昨年からは週一回ネイ

ティブの英会話講師による英会話プ

ログラムを取り入れており、子ども

たちや保護者に好評だという。

これからの

課題について

　

　今後の課題は、まず待機児童の削

減。現在定員（30名）を上回る申込

みがあるため、今後の対応を検討し

なければならない。

　次に運営費の問題。現在受けてい

る助成金が平成21年に期限を迎える

ため、その後の運営についても課題

である。

　ほかにも、空港という特殊な場所

で、いかに一般の保育所に近い保育

環境を作りだせるかなど、運営に関

わる課題は多いが、空港従事者の育

児と仕事の両立のため、努力を続け

ていくとのことだ。
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特　

集

助成金を活用してW L B を実現する
企業も労働者も負 担が 軽 減

両立支援推進の	 	
きっかけづくりとなった

男性育児支援

　茂原中央病院には老朽化した託児

施設があった。築30年を経過したこ

の施設を建て替えるための経費をど

う捻出するか。それが助成金受給を

検討するきっかけとなった。

　この事業所内託児施設の助成金を

受けるため㈶21世紀職業財団千葉事

務所とやり取りする中で「男性労働

者育児参加促進コース」を初めて

知ったという。

　「ことワーク・ライフ・バランスの

実現という面では、医療業界は他業

界に比べて遅れていると思います。」

と星さん。

　患者の命を預かる医療機関では、

24時間途切れることなく業務を続け

なくてはならない。しかも、医療に

携わる職員は各々が専門の国家資格

者であり、他部門が業務を肩代わり

することができない。また、現在の

医療制度では施設基準により医師や

看護師などの医療人員数が定められ

ているため、休日・休暇が取りづら

い状況が根底にあるという。

　「医療スタッフも家庭ではひとりの

親であり、夫・妻です。そこで、以

前から医療業界でも両立支援の取組

みは必要だと考えていました。今回

の助成金受給に向けた取組みはワー

ク・ライフ・バランスの推進にうっ

てつけだったんです。」

　以前から両立支援の重要性を強く

感じていた茂原中央病院では、助成

金を活用し制度整備を進めるため、

21世紀職業財団「男性の育児参加促

進事業実施事業主」の指定を受ける

こととなった。こうして両立支援推

進の道のりは「男性労働者育児参加

促進コース」助成金受給への道のり

となった。

企業３

男性労働者育児参加促進コース

男性の育児を
支援するために

医療法人社団	東光会	茂原中央病院
総務課長　星　裕一さん

マナブ

活

用

事

例

か

ら

実際に制度を必要としている職員の存在が、
取組みを後押ししてくれました
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該当者がいるときこそ、

制度整備のチャンス

　

　しかし、「男性の育児を支援する」

とはいっても各部署間の意見調整や

代替人員をどう確保するかなど、ク

リアしなければならない問題が山積

していた。

　そこで制度の現状と課題を把握す

るため、全職員に対するアンケート

調査が実施された。アンケートは無

記名で、仕事と子育ての両立への職

場の理解や雰囲気、雇用環境を整備

する上で必要性の高いと思う施策、

あれば良いと思う制度、また、男性

職員へは家事・育児への関わり方に

ついての意識調査を盛り込み職員の

生の声を聞けるよう考慮した。

　「アンケートの狙いはまず問題点の

抽出。当院では有給休暇取得率が

50％を超え、産休・育児休業取得実

績をみてもまずまずだと思っていま

した。しかし、アンケートの結果を

見ると、育児・介護休業制度が整備

されていることや就業規則の存在自

体を知らないと答えた職員が多いこ

とに愕然としました。さらに、「家事・

育児を優先に考えている」男性職員

は61％にとどまりました。この結果、

職員のニーズにあった両立支援の制

度を整備すること、関係法や就業規

則に対する周知の徹底、この２つが

私達には必要だと痛感しました。こ

の結果をふまえて就業規則の見直し

を行い、イントラネットに掲示しす

べての職員に周知できるようにして

います。」

　この制度改革を行っていたさな

か、茂原中央病院には第2子の誕生

を控えた男性職員がいた。彼は子ど

もが生まれたら少しまとまった休暇

を取りたいと希望していた。しかし、

放射線技師で、いわゆる１人部署。

休まれたら代わりがいない。そのた

め、休業中の人材確保や制度整備へ

の理解を求めて関係部署との話し合

いを急ピッチで進めた。

　院長や看護部門に制度の必要性を

訴え納得してもらい、従来からあっ

た産後２日間の休暇に加える形で

「父親休暇制度」を院内規定に盛り込

むことができた。男性職員にもでき

たばかりの制度を説明し、１週間の

休暇期間を決定。休暇期間中は、同

じグループ病院で埼玉県にある戸田

中央総合病院の協力を得て代替要員

も確保しローテーションを組むこと

ができた。

　「これからの時代、企業として生き

残っていくためには両立支援の制度

整備が必要であることを説明し、理

解を得られました。やるべきことは

多かったのですが、およそ半月ほど

で体制を整えることができたのは、

やはり休暇を希望している該当者が

いたことが大きいと思います。『制度

の整備を必要としている職員が実際

にいる』ということが、気持ちの上

でも後押ししてくれました。」

　この助成金を受給するためには

「管理職や労働者に対する研修会の

実施」「育児休業取得者に対する雇

用管理のルールの明確化」などいく

つも要件があり、「父親休暇制度」を

整備できたおかげで「妻が妊娠中等

の男性労働者の育児参加計画作成の

奨励並びに職場の支援の実施」とい

う要件をクリアすることにもつな

がった。

次の目標は制度を

利用しやすい風土
づくり

　「父親休暇」を取得した男性職員

は、１週間の休暇を取得し現在は職

場に復帰している。現在、茂原中央

病院にはもうひとり「父親休暇制度」

の利用を考えている男性職員がいる

という。

　「医療機関には男性が少ないので、

周囲のことも考えて自分から休みを

取りづらいという職員もまだまだ多

いと思うのですが、今後は利用者が

増えていくことで制度を利用しやす

い風土づくりができたらと考えてい

ます。事業所内託児施設をホーム

ページで紹介したところ、九州から

記事を見て応募してきてくれた看護

師がいました。これと同様に男性の

育児支援制度も、男性職員の人材確

保に効果があるのではないかと期待

しています。」

　24時間保育体制で、０歳児〜学童まで
の保育を男性職員も含めた全職種に関し
て受け入れている。

昨年５月に
リニューアルした保育室
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その他にも
助成金があります！

千葉労働局　雇用均等室
☎０４３‐２２１‐２３０７

財団法人	21世紀職業財団　千葉事務所
☎０４３‐２２５‐２２９５

お問い合わせ先

育児・介護雇用安定等助成金（中小企業子育て支援助成金）
　一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中

小企業事業主（従業員100人以下）に対して、育児休業取得者、

短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給し、

中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図る

ことを目的としています。

千葉労働局・最寄りのハローワーク	
（公共職業安定所）

千葉労働局 ☎０４３‐２０２‐５１８２
千　葉 ☎０４３‐２４２‐１１８１
千葉南 ☎０４３‐３００‐８６０９
市　川 ☎０４７‐３７０‐８６０９
銚　子 ☎０４７９‐２２‐７４０６
館　山 ☎０４７０‐２２‐２２３６
木更津 ☎０４３８‐３６‐６２２８
佐　原 ☎０４７８‐５５‐１１３２
茂　原 ☎０４７５‐２５‐８６０９
茂原いすみ
出張所

☎０４７０‐６２‐３５５１

松　戸 ☎０４７‐３６７‐８６０９
松戸野田
出張所

☎０４‐７１２４‐４１８１

船橋第一庁舎 ☎０４７‐４３１‐８２８７
成　田 ☎０４７６‐２７‐８６０９

お問い合わせ先

育児・介護雇用安定等助成金（育児休業取得促進等助成金）
●	育児休業取得促進措置	
　育児休業の取得を積極的に促進するためには、事業主の意識

の向上や主体的かつ継続的な取組みの推進につなげる形での育

児休業をする期間（以下「育児休業期間」といいます。）中の所

得保障の拡充が最も効果的であると考えられることから、労働

者の育児休業期間中に事業主が独自に一定期間以上の経済的支

援を行った場合にその取組みを助成するものです。

　なお、平成22年３月31日までの間は、助成対象期間の延長

及び助成率の引き上げを実施することとし、当該取組みを促進

するものとします。	

●	短時間勤務措置		
　職場優先の風土を変え、働き方の見直しを図り、男性も女性

もともに社会の中で個性と能力を発揮しながら、子育てにしっ

かりと力と時間を注ぐことができるようにするため、平成22年

３月31日までの間、事業主がその雇用する労働者に対して短時

間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った

場合にその一部を助成するものです。	

財団法人	介護労働安定センター	千葉支部
☎０４３‐２３８‐５６１１

お問い合わせ先

介護福祉助成金
　企業と（紹介所の団体が設置する）介護クーポン運営協議会

との提携により、従業員の家族などが介護等を必要とした場合

に、協議会が発行する介護クーポンを利用し、全国の看護師・

家政婦（夫）紹介所に登録しているケア・ワーカーにより割安

な費用で介護等サービス（介護・育児・一時的な病気の際の看

護）を受けられる制度です。

助 成金を活用してW L B を実現する
企業も労働者も負 担が 軽 減

特　

集

【20年４月28日より電話番号が変わります】
☎０４３‐２０２‐１７１７
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