
平成29年３月28日

神奈川県立病院機構理事会

資料８

人事部

第38号議案
             

育児･介護休業法及び男女雇用機会均等法の改正に伴う各種規程の一部改正について

１ 概要

○ 育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法の改正に基づき、「地方独立行政法人神奈川県立

病院機構職員の育児休業に関する規程」「地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の介護休

業等に関する規程」「地方独立行政法人神奈川県立病院機構職ハラスメント等防止に関する規

程」について所要の改正を行う。

２ 主な改正の内容

(1) 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の育児休業に関する規程の一部改正

育児休業の対象者に契約職員及び非常勤職員を加える（第３条）

(2) 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の介護休業等に関する規程の一部改正

ア 介護休業の対象者に非常勤職員を加える（第３条）

イ 介護休業対象家族（祖父母、孫、兄弟姉妹）の同居要件の廃止（第４条）

ウ 介護休業の分割を可能とする（第５条）

エ 勤務時間短縮の範囲の改正（第６条）

オ 介護を行う職員の時間外勤務の制限（第16条）

(3) 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職ハラスメント等防止に関する規程の一部改正

ア 妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント（マタハラ）、介護休業に関するハラスメ

ント（ケアハラ）の定義を追加（第２条）

イ マタハラ、ケアハラのハラスメント行為の具体例を追加（第３条）

３ 施行期日

   平成29年４月１日

以上
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地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の育児休業等に関する規程新旧対照表

新 旧

第１条～第２条 （略）

（育児休業の対象）

第３条 次の各号に掲げる職員(以下本章において「職員」という。）は、理事長

の承認を受けて、育児休業をすることができる。

(1)～(4) （略）

(5) 地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約職員及び非常勤職員等に関

する就業規則第４条第１項に規定する契約職員（以下「契約職員」という。）

(6) 地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約職員及び非常勤職員等に関

する就業規則第４条第２項に規定する非常勤職員（以下「非常勤職員」と

いう。）

（育児休業の期間等）

第４条 期間の定めのない職員、任期付研究員、任期付職員及び再雇用職員等の

育児休業は、当該職員の３歳に満たない子を養育するため、当該子が３歳に達

する日までとする。ただし、当該子について、既に育児休業（当該子の出生の

日から57日間以内に、職員（当該期間内に労働基準法（昭和22年法律第49号）

第65条第２項の規定により勤務しなかった職員を除く。）が、当該子について

した最初の育児休業を除く。）をしたことがあるときは、次条で規定する特別

の事情がある場合を除き、この限りでない。

２ 契約職員及び非常勤職員の育児休業は、次の各号のいずれにも該当する場合

に限り取得することができる。

第１条 （略）

（用語の意義）

第３条 次の各号に掲げる職員(以下本章において「職員」という。）は、理事

長の承認を受けて、当該職員の３歳に満たない子を養育するため、当該子が

３歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子につい

て、既に育児休業（当該子の出生の日から57日間以内に、職員（当該期間内

に労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第２項の規定により勤務しなか

った職員を除く。）が、当該子についてした最初の育児休業を除く。）をした

ことがあるときは、次条で規定する特別の事情がある場合を除き、この限り

でない。

(1)～(4) （略）

   (新規)

   (新規)

   (新規)
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(1) 引き続き雇用された期間が１年以上あること

(2) 子が１歳６か月になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないこと

が明らかでないこと

（第４条ただし書きに定める特別の事情）

第５条 前条ただし書に定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことに

より当該育児休業の承認が効力を失い、又は第10条第２項第２号に掲げる

事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産

前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が

死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

(2)～(5) （略）

（育児休業の承認等の請求手続）

第６条   (略)

（育児休業の期間の延長）

第７条   (略)

（育児休業の期間の延長の請求手続）

第８条 第６条第２項及び第３項の規定は、前条第１項の規定による育児休業の

期間の延長の請求について準用する。

（育児休業の効果）

第９条   (略)

（育児休業の承認の失効等）

第10条   (略)

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第11条   (略)

(1)～(3) （略）

２  (略)

３ 第６条第３項の規定は、第１項の届出について準用する。

（第３条ただし書きに定める特別の事情）

第４条 前条ただし書に定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことに

より当該育児休業の承認が効力を失い、又は第９条第２項第２号に掲げる

事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産

前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が

死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

(2)～(5) （略）

（育児休業の承認等の請求手続）

第５条   (略)

（育児休業の期間の延長）

第６条   (略)

（育児休業の期間の延長の請求手続）

第７条 第５条第２項及び第３項の規定は、前条第１項の規定による育児休業の

期間の延長の請求について準用する。

（育児休業の効果）

第８条   (略)

（育児休業の承認の失効等）

第９条   (略)

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第10条   (略)

(1)～(3) （略）

２  (略)

３ 第５条第３項の規定は、第１項の届出について準用する。
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（育児休業をした職員の職務復帰）

第12条 第４条の規定による育児休業の期間（第７条の規定による延長の期間を

含む。）が満了したとき、第10条第１項の規定により育児休業の承認が効力を

失ったとき又は同条第２項の規定により育児休業の承認が取り消されたとき

（同条同項第２号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場

合を除く。）は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

（育児休業に係る通知書の交付）

第13条   (略)

（育児休業をしている職員の期末手当の支給）

第14条 育児休業している職員については、第９条第２項の規定にかかわらず、

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の給与に関する規程（以下「給与規

程」という。）第26条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員

のうち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間（理事長が定める

これに相当する期間を含む。）がある職員には、当該基準日に係る期末手当を

支給する。

（育児休業をしている職員の勤勉手当の支給）

第15条 育児休業している職員については、第９条第２項の規定にかかわらず、

給与規程第29条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のう

ち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間（理事長が定めるこれ

に相当する期間を含む。）がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給

する。

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整）

第16条   (略)

（育児休業をした職員の退職手当の取扱い）

第17条   (略)

２ 育児休業をした期間（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月ま

での期間に限る。）についての退職手当支給規程第22条第４項の規定の適用に

（育児休業をした職員の職務復帰）

第11条 第３条の規定による育児休業の期間（第６条の規定による延長の期間を

含む。）が満了したとき、第９条第１項の規定により育児休業の承認が効力を

失ったとき又は同条第２項の規定により育児休業の承認が取り消されたとき

（同条同項第２号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場

合を除く。）は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

（育児休業に係る通知書の交付）

第12条   (略)

（育児休業をしている職員の期末手当の支給）

第13条 育児休業している職員については、第８条第２項の規定にかかわらず、

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の給与に関する規程（以下「給与規

程」という。）第26条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員

のうち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間（理事長が定める

これに相当する期間を含む。）がある職員には、当該基準日に係る期末手当を

支給する。

（育児休業をしている職員の勤勉手当の支給）

第14条 育児休業している職員については、第８条第２項の規定にかかわらず、

給与規程第29条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のう

ち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間（理事長が定めるこれ

に相当する期間を含む。）がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給

する。

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整）

第15条   (略)

（育児休業をした職員の退職手当の取扱い）

第16条   (略)

２ 育児休業をした期間（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月ま

での期間に限る。）についての退職手当支給規程第22条第４項の規定の適用に
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ついては、当該職員が初めて育児休業をした期間にあっては同項中「その月数

の２分の１に相当する月数」とあるのは「その月数の４分の１に相当する月数」

とし、当該職員が育児休業をした期間（初めて育児休業をした期間を除く。）

にあっては、同項中「その月数の２分の１に相当する月数」とあるのは「その

月数の６分の１に相当する月数」とする。

３ 育児休業をした期間（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月ま

での期間を除く。）についての退職手当支給規程第22条第４項の規定の適用に

ついては、当該職員が育児休業をした期間（初めて育児休業をした期間を除

く。）にあっては、同項中「その月数の２分の１に相当する月数」とあるのは

「その月数の４分の１に相当する月数」とする。

（育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止）

第18条   (略)

（育児短時間勤務の承認）

第19条   (略)

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児

短時間勤務をすることができる特別の事情）

第20条 前条第１項ただし書の理事長が定める特別の事情は、次の各号に掲げる

事情とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した

ことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第24条第２項第

２号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取

り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定

する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することと

なったこと。

(2)～(3) （略）

(4) 育児短時間勤務の承認が、第24条第２項第３号に掲げる事由に該当した

ことにより取り消されたこと。

ついては、同項中「その月数の２分の１に相当する月数」とあるのは「その月

数の４分の１に相当する月数」とする。

   (新規)

（育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止）

第17条   (略)

（育児短時間勤務の承認）

第18条   (略)

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児

短時間勤務をすることができる特別の事情）

第19条 前条第１項ただし書の理事長が定める特別の事情は、次の各号に掲げる

事情とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した

ことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第24条第２項第

２号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取

り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定

する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することと

なったこと。

(2)～(3) （略）

(4) 育児短時間勤務の承認が、第23条第２項第３号に掲げる事由に該当した

ことにより取り消されたこと。
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(5)～(6) （略）

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児

短時間勤務をする場合の届出）

第21条   (略)

（育児短時間勤務の期間の延長）

第22条   (略)

２ 第19条第３項及び第４項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準

用する。

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続）

第23条   (略)

２ 第６条第３項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求につい

て準用する。

（育児短時間勤務の承認の失効等）

第24条   (略)

（育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出）

第25条   (略)

２  (略)

３ 第６条第３項の規定は、第１項の届出について準用する。

（育児短時間勤務に係る通知書の交付）

第26条   (略)

（育児短時間勤務をしている職員の並立採用）

第27条   (略)

（育児短時間勤務をしている職員についての給与規程の特例）

第28条   (略)

（任期付研究員、任期付職員及び再雇用職員等についての規程の特例）

第29条   (略)

(5)～(6) （略）

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児

短時間勤務をする場合の届出）

第20条   (略)

（育児短時間勤務の期間の延長）

第21条   (略)

２ 第18条第３項及び第４項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準

用する。

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続）

第22条   (略)

２ 第５条第３項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求につい

て準用する。

（育児短時間勤務の承認の失効等）

第23条   (略)

（育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出）

第24条   (略)

２  (略)

３ 第５条第３項の規定は、第１項の届出について準用する。

（育児短時間勤務に係る通知書の交付）

第25条   (略)

（育児短時間勤務をしている職員の並立採用）

第26条   (略)

（育児短時間勤務をしている職員についての給与規程の特例）

第27条   (略)

（任期付研究員、任期付職員及び再雇用職員等についての規程の特例）

第28条   (略)
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（育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い）

第30条   (略)

（育児短時間勤務をしている職員等の勤務時間、休暇等）

第31条   (略)

（不利益取扱いの禁止）

第32条   (略)

（育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による

短時間勤務）

第33条 理事長は、第24条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取

り消された場合において、理事長がやむを得ない事情があると認めるときは、

その事情が継続している期間、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続

き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要す

る職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第27条から

前条までの規定を準用する。

２  (略)

（育児部分休業）

第34条   (略)

（育児部分休業の承認）

第35条   (略)

（育児部分休業の承認の請求手続）

第36条   (略)

（育児部分休業をしている職員の給与の取扱い）

第37条   (略)

（育児部分休業の承認の失効等）

第38条   (略)

（育児部分休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第39条   (略)

（育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い）

第29条   (略)

（育児短時間勤務をしている職員等の勤務時間、休暇等）

第30条   (略)

（不利益取扱いの禁止）

第31条   (略)

（育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による

短時間勤務）

第32条 理事長は、第23条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取

り消された場合において、理事長がやむを得ない事情があると認めるときは、

その事情が継続している期間、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続

き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要す

る職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第26条から

前条までの規定を準用する。

２  (略)

（育児部分休業）

第33条   (略)

（育児部分休業の承認）

第34条   (略)

（育児部分休業の承認の請求手続）

第35条   (略)

（育児部分休業をしている職員の給与の取扱い）

第36条   (略)

（育児部分休業の承認の失効等）

第37条   (略)

（育児部分休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第38条   (略)
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（不利益取扱いの禁止）

第40条   (略)

（時間外勤務及び深夜勤務の制限の対象）

第41条 所属長は、次条及び第43条の規定に従い、次の各号に掲げる職員（以下、

本章において「職員」という。）について、時間外勤務及び深夜勤務を制限す

るものとする。

（育児を行う職員の時間外勤務の制限）

第42条   (略)

（育児を行う職員の深夜勤務の制限）

第43条   (略)

（内申）

第44条 所属長は、所属職員から第６条第２項に規定する育児休業承認請求書又

は第23条第１項に規定する育児短時間勤務承認請求書の提出があったときは、

業務のために必要な対応等に留意し、速やかに育児休業承認請求書又は育児短

時間勤務承認請求書を添えてその旨を内申しなければならない。

（実施細目）

第45条   (略)

附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。

（不利益取扱いの禁止）

第39条   (略)

（時間外勤務及び深夜勤務の制限の対象）

第40条 所属長は、次条及び第42条の規定に従い、次の各号に掲げる職員（以下、

本章において「職員」という。）について、時間外勤務及び深夜勤務を制限す

るものとする。

（育児を行う職員の時間外勤務の制限）

第41条   (略)

（育児を行う職員の深夜勤務の制限）

第42条   (略)

（内申）

第43条 所属長は、所属職員から第５条第２項に規定する育児休業承認請求書又

は第22条第１項に規定する育児短時間勤務承認請求書の提出があったときは、

業務のために必要な対応等に留意し、速やかに育児休業承認請求書又は育児短

時間勤務承認請求書を添えてその旨を内申しなければならない。

（実施細目）

第44条   (略)
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地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の介護休業等に関する規程新旧対照表

新 旧

第１条～第２条 （略）

（育児休業の対象）

第３条 （略）

(1)～(5) （略）

(6) 地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約職員及び非常勤職員等に関す

る就業規則第４条第２項に規定する非常勤職員（以下「非常勤職員」という。）

のうち、次の各号のいずれにも該当する場合

ア 引き続き雇用された期間が１年以上あること

イ 介護休業開始予定日から93日を経過する日から６か月を経過する日ま

でに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

（介護休業の要件）

第４条 （略）

(1)～(6) （略）

(7) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(8) 職員と同居し、又は生計を一にする次の者

ア 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

の父母の配偶者

イ ３親等内の親族（第５号から第７号に掲げる者を除く。）

（介護休業の期間等）

第５条 期間の定めのない職員、任期付研究員及び任期付職員の介護休業は、前

条に掲げる者の各々が同条に規定する介護を必要とする一の継続する状態ご

とに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以

下「指定期間」という。）とし、１日又は１時間を単位とし、１時間を単位と

する場合には７時間45分をもって１日に換算する。ただし、１時間を単位とす

る場合は、１日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終

る時刻まで連続する４時間の範囲内とする。

第１条～第２条 （略）

（育児休業の対象）

第３条 （略）

(1)～(5) （略）

（新規）

（介護休業の要件）

第４条 （略）

(1)～(6) （略）

（新規）

(7) 職員と同居し、又は生計を一にする次の者

ア 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

の父母の配偶者

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ ３親等内の親族（第５号から第６号又はイに掲げる者を除く。）

（介護休業の期間等）

第５条 期間の定めのない職員、任期付研究員及び任期付職員の介護休業は、前

条に掲げる者の各々が同条に規定する介護を必要とする一の継続する状態ご

とに、連続する６箇月の期間内において必要と認められる期間（次条において

「介護休業の期間」という。）とし、１日又は１時間を単位とする。ただし、

１時間を単位とする場合は、１日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、

又は勤務時間の終る時刻まで連続する４時間の範囲内とする。
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新 旧

２ 契約職員、再雇用職員等及び非常勤職員の介護休業は、前条に掲げる者の

各々が同条に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超え

ず、かつ、通算して93日の範囲内とし、１日又は１時間を単位とし、１時間を

単位とする場合には７時間45分をもって１日に換算する。ただし、１時間を単

位とする場合は、１日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時

間の終る時刻まで連続する４時間の範囲内とする。

（勤務時間の短縮）

第６条 第３条に規定する職員及びその他理事長が認めた職員は、利用開始の日

から３年の間で２回までの範囲間内で、勤務時間の短縮を行うことができる。

ただし、任期付職員、再雇用職員等及び非常勤職員のうち、勤務時間が１日６

時間未満の者は、この限りではない。

２ （略）

第７条～第10条 （略）

（介護欠勤の対象及び日数）

第11条 介護欠勤の対象者は、第３条で規定する非常勤職員以外の職員とし、第

４条の各号に掲げる者（以下本条において「要介護者」という。）の介護をす

る場合において、当該要介護者の態様、家族構成及び医療機関の事情等により、

自ら介護に当たることが必要と認められる者のうち次の各号のいずれかに該

当する者とする。

(1)～(2) （略）

２～４ （略）

第12条～第15条 （略）

（介護を行う職員の時間外勤務の制限）

第16条 所属長は、要介護者（第４条に規定する者で日常生活を営むのに支障が

ある者をいう。以下本章において同じ。）のある職員が、当該要介護者を介護

するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間を超える勤務

２ 契約職員及び再雇用職員等の介護休業は、前条に掲げる者の各々が同条に規

定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３箇月の期間内に

おいて必要と認められる期間（次条において「介護休業の期間」という。）と

し、１日又は１時間を単位とする。ただし、１時間を単位とする場合は、１日

を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終る時刻まで連続

する４時間の範囲内とする。

（勤務時間の短縮）

第６条 第３条に規定する職員及びその他理事長が認めた職員は、前条に規定す

る介護休業の日数が通算して93日に満たない場合には、前条に規定する介護休

業の期間にかかわらず、その満たない日数の範囲内で、勤務時間の短縮を行う

ことができる。ただし、任期付職員及び再雇用職員等のうち、勤務時間が１日

６時間未満の者は、この限りではない。

２ （略）

第７条～第10条 （略）

（介護欠勤の対象及び日数）

第11条 介護欠勤の対象者は、第３条で規定する職員とし、第４条の各号に掲げ

る者（以下本条において「要介護者」という。）の介護をする場合において、

当該要介護者の態様、家族構成及び医療機関の事情等により、自ら介護に当た

ることが必要と認められる者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)～(2) （略）

２～４ （略）

第12条～第15条 （略）

（介護を行う職員の時間外勤務の制限）

第16条  （新規）
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（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項にお

いて同じ。）をさせてはならない。

２ （略）

３ （略）

４ 職員は、第１項又は第２項の規定による時間外勤務の制限を受けようとする

ときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書（地方独立行政法人神奈川県立病院

機構育児休業等規程（以下「育児休業等規程」という。）第６号様式を準用）

により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日（以下「時

間外勤務制限開始日」という。）及び期間（１年又は１年に満たない月を単位

とする期間に限る。）を明らかにして、当該時間外勤務制限開始日の前日まで

に、所属長に請求しなければならない。

５ （略）

６ 所属長は、第４項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算

して１週間を経過する日（以下「１週間経過日」という。）前の日を時間外勤

務制限開始日とする場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置

を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から１

週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更すること

ができる。

７ （略）

８ 第４項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次

の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったも

のとみなす。

(1)～(2) (略) 

(3) 当該請求をした職員が当該要介護者（第４条第８号に該当するものに限

る。）と同居し、又は生計を一にしなくなったとき。

(4) 当該請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によ

り、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る要介護者を介

護することができない状態になったとき。

第16条 （略）

２  （略）

３ 職員は、第１項の規定による時間外勤務の制限を受けようとするときは、深

夜勤務・時間外勤務制限請求書（地方独立行政法人神奈川県立病院機構育児休

業等規程（以下「育児休業等規程」という。）第６号様式を準用）により、時

間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日（以下「時間外勤務制

限開始日」という。）及び期間（１年又は１年に満たない月を単位とする期間

に限る。）を明らかにして、当該時間外勤務制限開始日の前日までに、所属長

に請求しなければならない。

４ （略）

５ 所属長は、第３項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算

して１週間を経過する日（以下「１週間経過日」という。）前の日を時間外勤

務制限開始日とする場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置

を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から１

週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更すること

ができる。

６ （略）

７ 第３項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次

の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったも

のとみなす。

(1)～(2) (略) 

(3) 当該請求をした職員が当該要介護者（第４条第７号に該当するものに限

る。）と同居し、又は生計を一にしなくなったとき。

  （新規)
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９ 時間外勤務制限開始日から起算して第４項の規定による請求に係る期間を

経過する日の前日までの間に、前項第１号から第４号までに掲げるいずれかの

事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から

当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

10 前２項の場合において、職員は遅滞なく、第８項各号に掲げる事由が生じた

旨を、育児又は介護の状況変更届（育児休業等規程第９号様式を準用）により、

所属長に届け出なければならない。

11 所属長は、第４項の請求又は前項の届出に係る事由について確認する必要が

あると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を

求めることができる。

（介護を行う職員の深夜勤務の制限）

第17条 （略）

２～４ （略）

５ （略）

(1)～(2) （略）

(3) 当該請求をした職員が要介護者（第４条第８号に該当するものに限る。）

と同居し、又は生計を一にしなくなったとき。

(4) 当該請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によ

り、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る要介護者を介

護することができない状態になったとき。

６～８ （略）

第18条 （略）

附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。

８ 時間外勤務制限開始日から起算して第３項の規定による請求に係る期間を

経過する日の前日までの間に、前項第１号から第４号までに掲げるいずれかの

事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から

当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

９ 前２項の場合において、職員は遅滞なく、第７項各号に掲げる事由が生じた

旨を、育児又は介護の状況変更届（育児休業等規程第９号様式を準用）により、

所属長に届け出なければならない。

10 所属長は、第３項の請求又は前項の届出に係る事由について確認する必要が

あると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を

求めることができる。

（介護を行う職員の深夜勤務の制限）

第17条 （略）

２～４ （略）

５ （略）

(1)～(2) （略）

(3) 当該請求をした職員が要介護者（第４条第７号に該当するものに限る。）

と同居し、又は生計を一にしなくなったとき。

  （新規）

６～８ （略）

第18条 （略）

附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。
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地方独立行政法人神奈川県立病院機構ハラスメント等防止に関する規程新旧対照表

新 旧

第１条  （略）

（定義）

第２条 （略）

(1)～(2)  （略）

(3) 妊娠・出産・育児休業（以下「マタハラ」という。）・介護休業（以下

「ケアハラ」という。）に関するハラスメント

事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱

いや、上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌

がらせ等をいう。

(4)  （略）

(5)  （略）

（セクハラ・パワハラ・マタハラ・ケアハラ等、ハラスメント行為の禁止）

第３条  （略）

(1)～(14)  （略）

(15) 女性従業員が妊娠等したことにより、上司がその女性従業員に対し、解

雇その他の不利益な取扱いを示唆すること

(16) 女性従業員が妊娠等したことにより、上司・同僚がその女性従業員に対

し、繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をすること

(17) 上司が妊娠・出産・育児に関する制度利用の請求等に対して解雇その他

不利益な取扱いを示唆すること

(18) 上司・同僚が妊娠・出産・育児に関する制度利用についてその利用を阻

害する行為を行うこと

(19) 上司・同僚が妊娠・出産・育児に関する制度を利用したことについて嫌

がらせ等の行為を行うこと

(20) 要介護状態にある家族の介護に関する制度利用の請求等に対して解雇

その他不利益な取扱いを示唆すること

(21) 要介護状態にある家族の介護に関する制度利用についてその利用を阻

第１条  （略）

（定義）

第２条 （略）

(1)～(2)  （略）

  （新規）

(3)  （略）

(4)  （略）

（セクハラ・パワハラ等、ハラスメント行為の禁止）

第３条  （略）

(1)～(14)  （略）

  （新規）
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害する行為を行うこと

(22) 要介護状態にある家族の介護に関する制度を利用したことについて嫌

がらせ等の行為を行うこと

(23) その他前各号に類する言動及びこれらに起因する行為。

附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。
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