§１０

欠勤・休業等で給料が減額又は無給になったとき

§１０の１ 育児休業をとったとき
(1) 掛金免除申請書の提出
《共済組合》
§５の２ 掛金（保険料）
・負担金の免除に係る手続きを参照してください。

《県互助組合》
（◯
互 組合員規則第11条第1項第1号）
育児休業の初日の属する月から，終了する日の属する月までの期間に係る掛金は，徴収されません。
なお，書類を提出する必要はありません。

(2)

育児休業手当金の請求(法第70条の2,71条, 施行令第24条，施行規程第115条の2,第174条,運営方針第
70条関係,第71条関係,運営規則第21条,施行規程運営方針第115条の2関係)

《共済組合》
１

支給要件
組合員が育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第２条第１項，又

は地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の規定により育児休業を取得した場合，育児休業
手当金が支給されます。
ただし，雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができる組合員については，共済組合か
らの支給は行えませんので，公共職業安定所（ハローワーク）等で育児休業給付の手続きをしてくださ
い。
注) 平成29年１月１日より，地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により地方公務員等共済組合
（以下，
「法」という。
）が改正され，法第70条の２の規定による育児休業手当金の支給対象となる子の範囲
について，次の３点が追加されました。
① 特別養子縁組の監護期間※1 中の子
② 養子縁組里親※2 に委託されている子
③ 上記①②に準ずる子（養子縁組を希望する里親に児童を委託しようとしたが，実親の同意が得ら
れなかったため，養育里親※3 として当該里親に委託されている子）

※１ 特別養子縁組の監護期間：特別養子縁組を成立させるためには，民法上，６か月以上の監護期間が要求されている。
※２ 養子縁組里親：里親であって養子縁組によって養親になることを希望している者。
※３ 養育里親：要保護児童を養育することを希望している者に児童の養育を委託する制度。

２

支給期間

（１）基本の給付期間（全員対象となる期間）
育児休業を開始した日から，育児休業に係る子が１歳に達する日（１歳の誕生日の前日）までの期間。
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（２）父母がともに育児休業を取得する場合
（いわゆる「パパ・ママ育休プラス」制度を利用して育児休業を取得した場合の扱い）
組合員の配偶者が当該子の１歳に達する日以前に育児休業を取得しており，かつ組合員が当該子につ
いて育児休業を取得した場合は，当該子が１歳２ヶ月に達する日まで最大１年の期間（その子の出生の
日及び産後の休業期間を含む）
。
（法70条の２第２項）

「パパ・ママ育休プラス」制度に係る育児休業手当金の支給パターン例
出生

母

産後休

９か月

１歳

１歳２か月

１歳６か月

育児休業手当金支給期間
①

父
①

②
③
④
⑤

前提：配偶者である母が，産後休暇後，当該子が１歳に達する日まで育児休暇を取得する。
① 当該子が１歳に達した日の翌日から１歳２か月まで父が育児休業を取得する。
→母に対する育児休業手当金は子が１歳に達する日まで支給され，父に対する育児休業手当金は子が１歳に達
した日の翌日から１歳２か月に達する日まで支給されます。
② 当該子が９か月から１歳２か月まで父が育児休業を取得する。
→母に対する育児休業手当金は子が１歳に達する日まで支給され，父に対する育児休業手当金は子が９か月か
ら１歳２か月に達する日まで支給されます。
③ 母の産後休業終了後，母の育児休業開始と同時に，父も子が１歳２か月に達する日まで育児休業を取得する。
→母に対する育児休業手当金は子が１歳に達する日まで支給され，父に対する育児休業手当金は育児休業開始
日から１年間支給されます。
④ 当該子の出生から１歳２か月に達するまで父が育児休業を取得する。
→母に対する育児休業手当金は子が１歳に達する日まで支給され，父に対する育児休業手当金についても，
子が１歳に達する日まで支給されます。（父は，当該子が１歳２か月まで育児休業を取得しているが，育児
休業手当金の支給期間は最大でも１年と規定されているため。
）
⑤ 当該子が９か月から１歳６か月まで父が育児休業を取得する。
→母に対する育児休業手当金は子が１歳に達する日まで支給され，父に対する育児休業手当金は子が９か月
から１歳２か月に達する日まで支給されます。（育児休業手当金は当該子が１歳２か月に達する日まで支給
すると規定されているため。）

§１０－002

(H29.10)

（３）延長要件に該当する場合
【延長時】
１歳時点で，次の表に掲げる延長事由に該当する場合，１歳６か月に達する日までの間で，延長要件
が継続する期間。
【再延長時】
育児休業に係る子が１歳６か月に達するまで，育児休業手当金を延長支給され，かつ，その子が１歳
６か月に達した日後も育児休業を取得する場合，１歳６か月時点で，次の表に掲げる延長事由に該当す
る場合，２歳に達する日までの間で，延長要件が継続する期間。

《支給延長事由及び請求書に添付する確認事項》
延

ア

長 事 由

請求書に添付する確認事項

育児休業の申出に係る子について，保育所等（注１）での
保育実施を希望し，申込みを行っているが，その子が１歳
に達する日後の期間について当面その実施が行われない
場合（注２）

・市町村が発行した保育所等の入所不承諾の通知
書など，当面保育所等において保育が行われ
ない事実を証明する書類（証明書の発行が行
われない場合は，別に定める所属所長の証明
書）様式集§10-032頁
・世帯全員について記載された住民票

イ

養育を行っている配偶者が死亡したとき

の写し
・母子健康手帳の写し

養育を行っている配偶者が負傷，疾病又は身体上若しくは ・保育を予定していた配偶者の状態に
ウ

精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育する
ことが困難な状態になったとき

ついての医師の診断書等
・母子健康手帳の写し

養育を行っている配偶者が婚姻の解消その他の事情によ ・世帯全員について記載された住民票
エ

り育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったと の写し
き

・母子健康手帳の写し

養育を行っている配偶者が６週間（多胎妊娠の場合にあっ
オ

ては，14週間）以内に出産する予定であるか又は産後８週 ・母子健康手帳の写し
間を経過しないとき

（注１）「保育所等」とは保育所（児童福祉法第39条第1項に規定するものに限る。），認定こども園（※）及び家庭的保育
事業等（※）（※児童福祉法第24条第2項に規定するものに限る。）を含みます。
（注２）アについては，育児休業に係る子が1歳に達する日の翌日（1歳の誕生日）又は１歳６か月に達する日の翌日までを
保育所等の入所日として，1歳に達する日（1歳の誕生日の前日）又は１歳６か月に達する日までに申込みを行ったが保
育が実施されない場合が該当します。

３

給付の対象日
育児休業期間のうち日曜日及び土曜日を除いた日が給付の対象になります。
正規の勤務日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌
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年の１月３日までの日に当たっても支給されます。ただし，これらの日が日曜日及び土曜日であるとき
は対象になりません。

４

算定方法及び支給額
１月ごとに計算し支給されます。支給額は，平成28年４月現在，育児休業開始日から180日(注１)に達

するまでの間の給付は，標準報酬日額(注２)の100分の67に相当する金額（以下「給付日額」という。）
の，１月の給付対象休業日数分，育児休業開始日から181日以降の給付は，標準報酬日額の100分の50に
相当する金額（以下「給付日額」という。）の，１月の給付対象休業日数分です。
ただし，給付日額には給付上限額があり，上限額を上回る場合は，上限額で給付されます（§10-006
頁）
。
(注１)

180日とは，育児休業開始日から180日目（週休日，祝日，年末年始を含む）までのことをいい，給付
対象日数が180日ではありません。

(注２)

標準報酬日額とは，標準報酬月額の22分の１です。

（例）平成29年５月１日に育児休業を開始した場合
育児休業開始から180日目：平成29年10月27日

１

⇒ 給付対象休業日数は130日

月

５月

６月

７月

８月

９月

～10月27日

計

日数

31日

30日

31日

31日

30日

27日

180日

給付対象休業日数

23日

22日

21日

23日

21日

20日

130日

支給額の計算式

（1）標準報酬日額の計算
標準報酬日額

＝

1
標準報酬月額× －（10円未満四捨五入）
22

(2) 育児休業開始から180日までの給付
給付日額

＝

67
標準報酬日額 × －
100

（円未満切捨て）
【給付上限額あり】
（§10-006頁参照）

給付月額

＝

給付日額【上限額以上の場合は上限額】× 給付対象休業日数

(3) (2)の期間以後の給付
給付日額

＝

給付月額

＝

50
標準報酬日額 × －
（円未満切捨て）
【給付上限額あり】
100
給付日額【上限額以上の場合は上限額】× 給付対象休業日数
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２

計算例

【事例】育児休業に係る子の生年月日：平成28年12月５日
育児休業開始：平成29年１月31日 （育児休業開始から180日目：平成29年７月29日）
手当金請求期間：平成29年１月31日から平成29年12月４日（子が１歳に達する日の前日）
標準報酬月額： 第 18 等級 300,000 円
※手当金請求全期間中の給付上限額を（67％）
：12,927円，給付上限額（50％）
：9,647円として計算しています。

計算１：給付月額の算出（例：平成29年７月分）
（1）標準報酬日額の計算
標準報酬日額 ＝ 標準報酬月額 300,000円×1/22（10円未満四捨五入） ≒ 13,640円

(2) 育児休業開始から180日目までの給付【給付率67％】（平成29年７月１日～平成29年７月29日）
給付日額 ＝ 標準報酬日額13,640円 ×67/100（円未満切捨て）
→ 9,138円
給付額

（≦給付上限額12,927円）

＝ 給付日額9,138円× 給付対象休業日数20日＝ 182,760円…①

(3) (2)の期間以後の給付【給付率50％】
（平成29年７月30日～平成29年７月31日）
給付日額 ＝ 標準報酬日額13,640円 ×50/100（円未満切捨て）
→
給付額

6,820円 （≦給付上限額9,647円）

＝ 給付日額6,820円× 給付対象休業日数 1日＝ 6,820円…②

平成29年７月分の給付月額

（①＋②） ＝

182,760円＋6,820円

＝ 189,580円

計算２：育児休業手当金給付予定額の算出（※実際は平成29年8月１日以後の給付上限額変更によって変わる可能性があります。）
《事例の給付対象休業日数》
給付率

67/100

50/100

月(H29）

1/31

２月

３月

４月

５月

６月

7/1-29

7/30-31

８月

９月

10月

11月

12/1-4

日数

1日

28日

31日

30日

31日

30日

29日

2日

31日

30日

31日

30日

4日

給付対象
休業日数

1日

20日

23日

20日

23日

22日

20日

1日

23日

21日

22日

22日

2日

計

220

（1）育児休業開始から180日までの給付【給付率67％】（平成29年１月31日～平成29年７月29日）
給付額＝ 給付日額9,138円×給付対象休業日数129日（1+20+23+20+23+22+20）＝1,178,802円…③
（2）181日以降の給付【給付率50％】
（平成29年７月30日～平成29年12月4日）
給付額＝ 給付日額6,820円×給付対象休業日数91日（1+23+21+22+22+2）＝620,620円…④
育児休業手当金給付予定額（③+④）＝1,178,802円 ＋620,620円 ＝1,799,422円
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３

給与報酬等との調整
育児休業手当金の支給期間に当該支給期間に係る給与報酬（給料＋各種手当）の全部又は一部を受

ける場合には,育児休業手当金の日額として算定された金額から育児休業手当金の支給対象日につい
て受ける給与報酬に相当する金額を差し引いた額を給付します。調整方法の詳細については，介護休
業手当金の調整（§10-010頁）と同様となります。
４ 給付上限額
給付日額の上限額は，雇用保険法の給付水準に準じて,毎年８月１日に改正される予定です。

給付日額上限額（単位：円）

育児休業期間

育児休業開始180日まで

左記期間以後

13,001
12,973
12,982
12,927
13,622

9,702
9,681
9,688
9,647
10,165

平成26年４月１日～平成26年７月31日
平成26年８月１日～平成27年７月31日
平成27年８月１日～平成28年７月31日（注）
平成28年８月１日～平成29年７月31日
平成29年８月１日～平成30年７月31日

注）平成27年10月より標準報酬制が導入されましたが，給付日額上限額に変更はありません。

５

請求書類
(1) 育児休業開始時
育児休業手当金請求書（初回請求用）（様式第67号の１）
・平成27年９月以前（様式集§10-23～24頁）と10月以降（様式集§10-27頁）で請求書の様式が異な
ります。
・裏面に所属機関の長又は給与事務担当者の証明を必ず受けること。
・一度の請求で，承認された育児休業手当金給付対象期間の全期間（原則その子が１歳に達するまで
の間）に対しての請求となります。
（添付書類）
① 育児休業取得に係る人事異動通知書の写し（所属所長の原本証明必要）
② 給与支給明細書の写し（所属所長の原本証明必要）
※いわゆる「パパ・ママ育休プラス」による給付期間が適用される場合（子が１歳に達した日の翌日から１
歳２か月（最長）まで支給される場合）は，上記①②と併せて次の書類を提出してください。
（該当しない
場合は必要ありません。
）

③請求者と配偶者との続柄が分かる書類

例：住民票等

④配偶者の育児休業取得を証明する書類

例：辞令の写し，配偶者の当該子に係る育児休業承認通知書の写し等

（提出先）
所属所を通じて，給与支給機関（各教育委員会等）を経由して共済組合へ提出してください。
（例）県費負担教職員（県立学校・県教育委員会事務局等を除く。）の場合
組合員 → 所属所 →

給 与 支 給 担 当 機 関 県教育委員会教職員課職員給与室
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（２）期間が変更になった場合（育児休業手当金の支給期間が変更になった場合のみ）
育児休業手当金請求書（休業期間変更・支給期間延長用）（様式第67号の１－２）
(添付書類)
① 人事異動通知書の写し（所属所長の原本証明必要）
② 月の途中で育児休業復帰を行う場合は，育児休業復帰月の給与支給明細書の写し（所属所長の原本
証明必要）
（提出先）
【月の途中で育児休業復帰を行う場合】
所属所を通じて，給与支給機関を経由して公立学校共済組合広島支部へ提出してください。
【育児休業復帰を行わない場合】
所属所を通じて，直接公立学校共済組合広島支部へ提出してください。

なお，短縮の変更の場合,請求書の提出が遅れると手当金の過払いとなることがあります。この場合，過
払い分については返還していただくこととなりますので，速やかに提出してください。

（３）満１歳時点(パパ・ママ育休プラス制度利用の場合は延長されている期間の末日時点)で「２ 支給期
間」に記載の支給延長事由に該当し,延長期間分の手当金を請求する場合
育児休業手当金請求書（休業期間変更・支給期間延長用）（様式第67号の１－２）
(添付書類)
支給延長事由に該当していることを証明する書類（§10-003頁 参照）
（提出先）
所属所を通じて，直接，公立学校共済組合広島支部へ提出してください。
※支給期間延長後，１歳６か月時点で「２ 支給期間」に記載の支給延長事由に該当し,再延長期間分
の手当金を請求する場合にも同様の書類を改めて提出してください。
６

支給方法
原則として，支給対象月の翌月の末日（金融機関が休日のときは直前の営業日）に,指定口座に振り込み

ます（初回請求時に，請求書・添付書類等に不備がある場合や育児休業開始月の翌月10日（10日が休日の
ときは休前日）までに共済組合に到達していない場合は，支給月が遅れることがありますのでご注意くだ
さい。）
。

（3）貸付金の償還猶予を受けるとき
§１８－030頁の「貸付金の償還猶予を受けるとき」を参照してください。

§１０－007
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§１０の２ 介護休暇を取得したとき
《共済組合》介護休業手当金…………§10-008項
《県互助組合》介護休暇手当金………§10-011項
《共済組合》介護休業手当金（法70条の3，71条，施行令第24条，施行規程第115条の3，第115条の4，第174
条，運用方針71条関係，運営規則第21条）
１

支給要件
介護休暇の承認を受けた組合員に支給されます。

(注)１参照

(1) 要介護家族の範囲
ア

組合員の配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。），父母，子
及び配偶者の父母，祖父母，孫，兄弟姉妹

イ

(注)２参照

組合員と同居している次の人
父母の配偶者，配偶者の父母の配偶者，子の配偶者及び配偶者の子

(2) 支給期間
介護を必要とする一の継続する状態ごとに（(注)３参照），介護休業の日数を通算して66日を超えないもの
（(注)４参照）とする。

(注)１ 平成29年１月１日より適用。施行日より前の介護休暇については，初めて介護休暇の承認を
受けるときに２週間以上の期間について一括して請求した場合に支給されます（介護休暇の初回
申請期間が２週間以上であれば，結果的に２週間未満となっても支給対象となります）
。経過措
置として，平成28年10月２日から施行日（平成29年１月１日）の前日までに２週間未満の介護休
暇を取得した組合員が，平成29年１月１日以降に，介護を必要とする一の継続する状態について
介護休暇を再取得した場合，その再取得の期間については介護休業手当金を支給します。施行日
前の介護休暇は支給対象外ですが，再取得の期間に対する給付期間を算出する場合に，給付上限
日数（66日）からの控除日数として取扱います。

(注)２ 平成29年１月１日より祖父母，孫，兄弟姉妹の同居要件がなくなりました。施行日より前は
同居要件があります。

(注)３

介護を必要とする一の継続する状態とは，介護を必要とする状態が発生してから終息す

るまでをいい，他の病気を併発した場合は，一の状態と考えます。
発
生

A病
①一の継続する状態

終
息

発
生

A病（B病）

終
息

②一の継続する状態

①②それぞれの期間に対して支給可能
§１０－008

発
生
発
生

A病

終
息

B病
終
息

①一の継続する状態

通算した①の期間に対してのみ支給可能
(H29.10)

(注)４ 平成29年１月１日より適用。施行日より前の介護休暇については介護休暇開始の日から起算し
て３月を超えない期間。
支給期間にかかる経過措置は次のとおり。
① 施行日（平成29年１月１日）前に介護休業を開始した者であって，施行日（平成29年１月１
日）において介護休業を開始した日から起算して３月を超えていないもの（介護休業を開始した
日が平成28年10月２日以降の日のもの）に係る改正後の介護休業手当金については，66日から施
行日前の介護休業の日数を除いた日数を支給日数とする。
② ①以外の場合，施行日（平成29年１月１日）前に開始された介護休業に係る介護休業手当金
については，なお従前の例による。

(3) 適用除外
① 時間を単位として介護休暇を取得した日
② 任意継続組合員
２

支給額
平成28年８月１日以後に開始された介護休暇については，標準報酬日額の67/100に相当する金額が
日数に応じて支給されます。
(注) 給付日額が上限額を超える場合は上限額で算出する。
給付日額の上限額は,平成29年８月１日現在14,992円。（雇用保険法の給付水準に準じて,毎年８
月１日に改正される予定。
）
（算式）
標準報酬月額×1/22＝標準報酬日額（５円未満切捨て，５円以上切上げ）
標準報酬日額×67/100＝給付日額（円位未満切捨て） ただし上限あり。
（給付日額－報酬日額）×支給日数（１か月単位）＝１か月分の介護休業手当金支給額
(注)１参照

(注)２・３参照

＜平成27年10月（標準報酬制導入後）～平成28年７月31日以前に介護休暇を開始した場合＞
標準報酬日額の40/100に相当する金額が日数に応じて支給されます。
(注) 給付日額が上限額を超える場合は上限額で算出します。
給付日額の上限額は, 平成29年８月１日現在7,718円。
（算式）
標準報酬月額×1/22＝標準報酬日額（５円未満切捨て，５円以上切上げ）
標準報酬日額×40/100＝給付日額（円位未満切捨て） ただし上限あり。
（給付日額－報酬日額）×支給日数（１か月単位）＝１か月分の介護休業手当金支給額
(注)１参照

(注)２・３参照

§１０－009
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（注）１ 報酬の全部又は一部が支給される場合，支給額を調整します。
報酬日額の算出方法
（手当等の金額に乗じる率）
区分
手当等の種類

算出に用いる率

日々の勤務に対して支給され
ると考えられるもの
給料月額
（日額等で支給されるもので，
給料の調整額
勤務しない日について減額し
地域手当

勤務を要する
日数分の１

て支給されるもの）

日々とは関係なく支給される 教職調整額
もの
扶養手当
（月額で支給されるもの）
住居手当
単身赴任手当
減額対象外の手当
特地勤務手当

へき地勤務手当
産業教育手当
教員特別手当
通勤手当(※)

22 分の１

等
※傷病手当金，休業手当金，出産手当金とは異なり，一定の期間を対象として支給される報酬に該当
する通勤手当は介護休業手当金との調整を行いません。ただし，実際に支給を受ける報酬の額が日割
り計算で算出されており，介護休業手当金の算定の基礎とする日を対象として算出されている場合は，
介護休業手当金との調整を行います。

勤務しなかった期間に支払われた報酬の日額
Ａ＝（（給料月額＋給料の調整額＋地域手当）×１日／要勤務日数）×勤務しなかった日数
Ｂ＝ 減額する給与額
【県費職員の場合】
（給料月額＋給料の調整額＋これに対する地域手当）×12月
(円未満四捨五入)

7 時間 45 分×５日×52 週－7.75×18 日

Ｃ＝（Ａ－Ｂ）／ 勤務しなかった日数

×勤務しなかった時間数
（減額時間）

＊ただし，Ａ＜Ｂのときは，Ａ－Ｂ＝０とする。

Ｄ＝（減額対象外の手当）×１／22
Ｅ＝ Ｃ＋Ｄ

（円未満切捨て）

（注）２ 「支給日数」は，勤務を要しないと定められている日（週休日）は算入されません。
（注）３ 年末年始及び祝日については，支給対象外となります。

＜平成27年９月まで＞
給料日額の40/100に相当する金額が日数に応じて支給されます。
(注) 給付日額が上限額を超える場合は上限額で算出する。
給付日額の上限額は,平成26年８月１日～平成27年７月31日までは7,745円。平成27年８月１日～
平成27年９月30日は7,750円。
）
（算式）
給料月額×1/22＝給料日額（円位四捨五入）
§１０－010
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給料日額×40/100×1.25＝給付日額（円位未満切捨て） ただし上限あり。
（給付日額－教職調整額/22）×支給日数（１か月単位）＝１か月の介護休業手当金支給額
(注)２・３参照

３

請求書類
介護休業手当金請求書（様式第68号・様式集§10-038③～038⑥頁） １部
・裏面に所属機関の長又は給与事務担当者の証明を必ず受けてください。
・平成29年３月以前に介護休暇を取得した場合で，互助組合の介護休暇手当金と併せて請求する場合
は，
「介護休業手当金・
（互）介護休暇手当金請求書」(様式集§10-033～038②頁)を使用してください。
（添付書類）
(1) 初回請求時のみ，休暇簿（介護休暇用）の写し。ただし，介護休暇期間の変更があった場合は，
変更期間について請求する時に，変更分の休暇簿の写し。
(2) 出勤簿の写し
(3）所属所長の原本証明のある給与明細書の写し（請求期間が平成27年10月１日以降の場合）
＊給与明細書がシステムから再発行されない場合，給与等明細支払簿（領収証書）の写しで構いま
せん。給与明細書の内容と相違がないことを確認した上で，所属所長の原本証明を付して送付してく
ださい。給与等の支給がなく，明細書の発行自体がない場合は，その旨を請求書の余白に記載してく
ださい。
※県費負担教職員のうち，県立学校・事務局以外の職員の提出先は，各所属所から教職員課職員給与室
です。
※請求書等が共済組合に10日（土日・祝日の場合は前営業日）までに届いた場合，当月末に支給します。
※同一の要介護者について，再度介護休業手当金を請求してきた際は，前回と今回の要介護者の状態が
「介護を必要とする一の継続する状態」か否かを確認するため，聴き取りや上記以外の書類の提出依
頼等を行う場合があります。

《県互助組合》介護休暇手当金（◯
互 運営規則第14条）
１

支給要件
組合員が介護休暇を受けたときに支給されます。

２

支給期間
介護を必要とする一の継続する状態ごとに，共済組合の介護休業手当金の支給期間終了の翌日から通
算して 120 日まで（注１）支給されます。
（注１） 平成29年４月１日以降に取得した介護休暇について適用。施行日より前に開始した介護休暇
については，介護休暇開始の日から起算して６月を超えない期間。なお，時間を単位として取得
した介護休暇を取得した日は支給期間に計上しません。
§１０－011
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３

支給額
平成 29 年４月１日以降に開始された介護休暇については，組合員の年齢によって決定される金額が日
数に応じて支給されます。
（給付日額の決定方法）介護休暇を開始した年度の４月１日時点での組合員の満年齢によって決定。
・45 歳未満：日額 5,000 円
・45 歳以上：日額 7,000 円
（算式）
給付日額×支給日数（１か月単位）＝１か月分の介護休暇手当金支給額

＜平成 29 年３月 31 日以前に介護休暇を開始した場合＞
標準報酬日額の 60/100 に相当する金額が，給付日数に応じて支給されます。ただし，共済組合又は公
共職業安定所から介護休業手当金の給付があった場合及び給与の一部が支給された場合は，その金額相
当額をそれぞれ控除して支給します。
（注）給付日額が上限額を超える場合は上限額で算出します。
互助組合の給付日額の上限額は，共済組合の上限額の 60/50 です。
（算式）
標準報酬日額×60/100＝給付日額（円未満切捨て）ただし上限あり。
給付日額×支給日数（１か月単位）＝１か月分の介護休暇手当金支給額

４

請求書類
平成 29 年４月１日以降に開始した介護休暇の場合
（互）介護休暇手当金請求書

１部

（添付書類）
(1) 所属長の原本証明のある休暇簿（介護休暇用）の写し
(2) 所属長の原本証明のある出勤簿の写し

＜平成 29 年３月 31 日までに開始された介護休暇について＞
介護休業手当金請求書（様式第 68 号）
この請求書は，共済組合と互助組合の共通様式です。１部を提出されると，共済組合と互助組合の両
方に請求したことになります。ただし，同一月に共済・互助両方分（給付コード１）と互助組合単独分
（給付コード２）の２つの給付が発生する場合は，請求書は２部必要です。互助組合単独分で請求する
ときの添付書類は，共済組合の介護休業手当金の場合と同様です。
§１０－012
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参

考

共済組合「介護休業手当金」と県互助組合「介護休暇手当金」の給付形態

【基本】平成29年４月１日以降に介護休暇を開始した場合
共済組合 標準報酬日額の67/100（上限あり）
通算66日まで

県互助組合

年齢によって定額を給付

共済給付終了後，通算120日まで
【その他】
注：次の場合については，給料・手当が支給されていない場合で説明しています。
報酬の全部又は一部が支給される場合，支給額を調整します。

Ａ

平成28年10月２日以降平成29年３月31日までに介護休暇を開始した場合
共済組合 標準報酬日額の６７／１００（上限あり）
通算66日まで
県互助組合

標準報酬日額の６０／１００（上限あり）－共済給付
６

Ｂ

か

月

以

内

平成28年８月１日以降平成28年10月１日までに介護休暇を開始した場合
共済組合標準報酬日額の６７／１００（上限あり）
県互助組合標準報酬日額の６０／１００（上限あり）－共済
給付
３

Ｃ

か
６

月
か

月

以

県互助組合
標準報酬日額の６０／１００
（上限あり）
内

平成28年７月31日以前に介護休暇を取得した場合
共済組合 標準報酬日額※の４０／１００（上限あり）
県互助組合 標準報酬日額※の６０／１００（上限あり）
－共済給付
３

か
６

月
か

月

以

県互助組合
標準報酬日額※の６０／１００
（上限あり）
内

※平成27年９月までは「給料日額」になります。

Ｄ

共済組合支給対象外かつ県互助組合支給対象の場合
県互助組合標準報酬日額の６０／１００（上限あり）
６

か

月

以

§１０－013
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§１０の３ 療養・休職のため給料が支給されないとき
《共済組合》傷病手当金・同附加金………§10-013項
《県互助組合》傷病手当金…………………§10-017項

《共済組合》傷病手当金・同附加金（法第68条,第71条,施行令第23条の6,第24条, 運用方針第68条
関係,第71条関係,施行規則第2条の5,施行規程第113条,第174条）
１

支給要件
(1) 組合員が公務（通勤）災害によらないで病気にかかり，又は負傷し，療養のため引き続き勤務
に服することができないときは，勤務に服することができなくなった日以後３日を経過した日か
ら通算して１年６月間（結核性の病気は３年間）支給されます。
(2) 次のときは支給されません。
ア 報酬日額が給付日額を上回ったとき。
イ 傷病手当金の受給中に出産手当金の支給を受けることになったときは，その期間内。
(3) 年金との調整
老齢厚生年金，障害厚生年金，障害基礎年金又は障害手当金等を受けることになったときは，
給付の調整により傷病手当金の全部又は一部が支給されません。

２ 支給額
平均標準報酬日額の2/3に支給日数を乗じた額が支給されます。
（算式）
○支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月以上の場合
「傷病手当金支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の合計
額」×1/12×1/22＝平均標準報酬日額（5円以上切上げ5円未満切捨て）
○支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月未満の場合
次の金額のうちいずれか少ない金額×1/22＝平均標準報酬日額（5円以上切上げ5円未満切捨て）
・
「傷病手当金支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の合計額」×1/月数
・支給開始日の属する年度の前年度９月30日における共済組合の平均標準報酬月額（平成27年度は
９月30日における共済組合の平均標準報酬月額がないことから平成27年10月１日における組合の
平均標準報酬月額（44万円）を用いる）
（注）平成28年８月31日以前に手当金の支給が始まる場合は，経過措置の適用の該当となる場合が
ありますので，短期給付係まで問い合わせてください。

平均標準報酬日額×2/3＝給付日額（50銭以上切上げ50銭未満切捨て）
（注）支給開始日以降，標準報酬月額が改定されても再算定は行ないません。また，復職後に同一傷
病により再度，休職した場合であっても，支給開始時に算定した給付日額を用いることとなりま
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す。

給付日額×支給日数（１か月単位）＝１か月分の傷病手当金支給額
（注）
「支給日数」には，勤務を要しないと定められている日（週休日）は算入されません。

平成27年10月～平成28年３月分までの給付についてこれから請求される場合は次の算式にて支給さ
れます。
（その給付事由が生じた日の翌日から２年間で時効となり請求出来なくなります。
）
（平成27年10月～平成28年３月分までの算式）
標準報酬月額×1/22＝標準報酬日額 （5円以上切上げ5円未満切捨て）
（注）算定のもととなる標準報酬月額は支給月に属するものとなります。
標準報酬日額×2/3＝給付日額（50銭以上切上げ50銭未満切捨て）
給付日額×支給日数（１か月単位）＝１か月分の傷病手当金支給額
（注）
「支給日数」には，勤務を要しないと定められている日（週休日）は算入されません。

但し，平成27年９月末までに退職した場合は，標準報酬制移行前の算式により支給されます。また，
平成27年９月分までについて，これから請求される場合でも標準報酬制移行前の算式にて支給されま
す。
（標準報酬制移行前の算式）
給

料×1/22＝給料日額

（5円以上切上げ5円未満切捨て）

給料日額×2/3×1.25＝給付日額（50銭以上切上げ50銭未満切捨て）
給付日額×支給日数（１か月単位）＝１か月分の傷病手当金支給額
（注）
・
「給料」には，教職調整額及び給料の調整額を含みます。
・
「支給日数」には，勤務を要しないと定められている日（週休日）は算入されません。
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３

報酬との調整
給料報酬の全部または一部が支給されているときは，給付日額から報酬日額を控除した額が支給され
ます。
（算式）
日々の勤務に対して支給
１
されると考えられるもの × 対象期間の間の
の支給額の合計
勤務を要する日数

＋ 日々とは関係なく支給さ ×1/22＝報酬日額
れるものの支給額の合計

（円未満切捨て）

（給付日額－報酬日額）×支給日数＝傷病手当金支給額
※月の中途に給与報酬の支給割合が変わるなどする場合は，短期給付係までお問い合わせください。

区分

報酬日額の算出方法
（手当等の金額に乗じる率）
手当等の種類

日々の勤務に対して支給さ 給料月額
れると考えられるもの
給料の調整額
（日額等で支給されるもの 地域手当

算出に用いる率
勤務を要する
日数分の１

で，勤務しない日について減
額して支給されるもの）

日々とは関係なく支給され 教職調整額
るもの
扶養手当
（月額で支給されるもの，一 住居手当
定期間を対象として支払わ 通勤手当
れるもの）
単身赴任手当
特地勤務手当
へき地勤務手当
産業教育手当
教員特別手当
等

４

22 分の１

年金との調整
障害事由の年金や退職老齢年金等が支給される場合は給付日額から年金日額を控除した額が支給され
ます。
なお，報酬と障害事由の年金等の併給が可能となることから，両方が支給される場合は報酬日額と年
金日額，いずれか高い額と調整することになります。
（算式）
・障害厚生年金等と調整する場合
標準報酬日額×2/3－年金日額（年金の額×1/264）＝給付日額
・障害手当金と調整する場合
傷病手当金の請求累計額が障害手当金の支給額を超えた部分から支給されます。
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５

支給開始後について
一度支給が始まると以後の期間について報酬日額が給付日額を上回り請求金額が０円だったとして
も，休職等（休暇も含む）の期間内は，支給期間として算定され食い潰すことになります。そのため無
給休職に入るときには傷病手当金の支給が終わっている場合もあります。支給開始後に支給期間を残し
たまま復職した場合，出勤した期間については支給期間に含まれず繰り延べますが，同一の傷病が理由
で再び休職等（休暇も含む）に入り，給料が満額支給されるなどやはり報酬日額が給付日額を上回るな
ど請求金額が０円の場合でも，勤務に服することが出来なかった日は支給期間として算定され食い潰す
ことになります。

６

給付についての一般的事項
(1) 傷病手当金は，要件を満たせば休暇の段階でも支給される場合があります。
(2) 傷病手当金は，各月ごと請求してください｡その都度，請求書中の「療養のため勤務ができないこ
とに関する医師の証明」が必要です。
(3) 毎月10日までに共済組合が受け付けたものを当月末に,11日以降に受け付けたものを翌月末に給付
します。
(4) 組合員の退職後，傷病手当金が支給される場合があります｡
詳しくは，§14-012頁「退職後に受けることのできる短期給付」を参照してください｡

７

傷病手当金附加金
傷病手当金の支給期間が満了した日の翌日から６か月間の範囲において，引き続き勤務（労務）に服
することができない期間，傷病手当金附加金が支給されます。（支給額は傷病手当金と同様）
ただし，この附加給付は，組合員（任意継続組合員は除く）の資格を有している人に限り給付されま
す｡
●受給例
退職後，任意継続組合員に加入したときの傷病手当金附加金の例
・退職後，傷病手当金を６月支給（通算１年６月支給）附加金の支給はなし
傷病手当金受給１年６月
←
療養

２

年

休職（有給）

→←

１

年

→

休職（無給）

傷病手当金
６月支給
任意継続組合員資格取得

休職期間満了により退職
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８

請求書類
傷病手当金，傷病手当金附加金請求書（様式第64号・様式集§10-001頁） １部
（平成27年９月末までに退職した場合，もしくは平成27年９月までの請求については，従前の様式を
使用してください。
）
※裏面の所属機関の長又は給与事務担当者の証明
・請求対象月に係る給料報酬の支給額が０円の場合
県費負担職員 ··········· 証明を受ける必要はありません。
市町費等負担職員 ······· 請求しようとする月ごとに証明を受けてください。
・請求対象月に係る給料報酬が支給された場合
県費負担職員，市町費等負担職員ともに裏面ではなく，報酬支給額証明書にて請求しようとする月
ごとに証明を受けてください。
（添付書類）
(1) 出勤簿の写し
(2) 日常生活等に関する申立書（初回請求時及び必要とするとき）（様式集§10-042頁）
(3) 生活能力等についての医師の意見書。（初回請求時及び必要とするとき）ただし，休職中のときは
不要。
（様式集§10-041頁）
※報酬支給額証明書が必要な場合は，県費負担教職員のうち，県立学校以外の職員の提出先は，各所
属所から教職員課職員給与室となります。

《県互助組合》傷病手当金
１

互 運営規則第12条）
（○

支給要件
組合員が共済組合から傷病手当金の給付を受けることになった期間に対して初回の１回のみ支給され
ます。

２

支給額 50,000円

３

請求書類
（互）傷病手当金請求書（様式集§10-001頁）
この書類は，共済組合と県互助組合の共通様式です。共済組合に提出されると県互助組合に請求手続を

したことになります。
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§１０の４ 欠勤等により給料が支給されないとき
《共済組合》休業手当金（法第70条，法第71条，施行令第24条，施行規程第115条，第174条，
運用方針第70条関係，第71条関係，運営規則第21条，第24条）
１

支給要件
組合員が次の事由によって欠勤し，給料の支給が行われないときに，所定の期間について支給されま
す。ただし，傷病手当金又は出産手当金が支給されるときは，その期間内は支給されません。
なお，年次有給休暇等の適用により給料が支給されるときは該当しません。
(1) 被扶養者の病気又は負傷（欠勤した全期間）
(2) 組合員の配偶者又は１親等の親族（子の配偶者を除く。
）で被扶養者でない人の病気又は負傷（14
日） ※平成29年３月31日以前は所属所長が休業手当金の支給を必要と認めた期間
(3) 組合員の配偶者の出産（14日）
(4) 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害（５日）
(5) 組合員の婚姻，配偶者の死亡又は２親等内の血族若しくは１親等の姻族で主として組合員の収入
により生計を維持する人若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭（７日）
(6) 学校教育法に規定する通信教育の面接授業（通信教育の面接授業に要する期間）

２

支給額
給付事由に該当する欠勤した期間１日について，標準報酬日額の50/100に相当する金額が支給されま
す。

（算式）
＜平成27年10月以降＞
標準報酬月額×1/22＝標準報酬日額（５円未満切捨て，５円以上10円切上げ）
標準報酬日額×50/100＝給付日額（円位未満四捨五入）
給付日額×支給日数（１か月単位）＝１か月分の休業手当金支給額
(注) ・
「支給日数」には，勤務を要しないと定められている日（週休日）は算入されません。
・報酬の一部又は全部が支給される場合，支給額を調整します。
報酬日額の考え方は介護休業手当金と同様です。ただし，通勤手当（一定の期間を対象として支
給される報酬）については，休業手当金と調整を行います。

＜平成27年９月まで＞
給料日額の60/100に相当する金額が日数に応じて支給されます。
給料月額×1/22＝給料日額（円位四捨五入）
給料日額×60/100＝給付日額（円位未満切捨て）
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給付日額×支給日数（１か月単位）＝１か月分の休業手当金支給額
(注) ・
「支給日数」には，勤務を要しないと定められている日（週休日）は算入されません。
・給料の一部又は全部が支給される場合，支給額を調整します。

３

請求書類
休業手当金請求書（様式第64号・様式集§10-013～014頁）

１部

・平成27年９月以前（様式集§10-021～022頁）と10月以降（様式集§10-017～018頁）で請求書の様
式が異なります。
・裏面に所属機関の長又は給与事務担当者の証明を必ず受けること。
（添付書類）
（1）支給要件に関する所属所長の証明書
（2）出勤簿の写し
（3）所属所長の原本証明のある給与明細書の写し
＊給与明細書がシステムから再発行されない場合，給与等明細支払簿（領収証書）の写しで構い
ません。給与明細書の内容と相違がないことを確認した上で，所属所長の原本証明を付して送付し
てください。給与等の支給がなく，明細書の発行自体がない場合は，その旨を請求書の余白に記載
してください。
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