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豊島区における休暇制度・福利厚生制度について 

１．休暇制度の利用の可否 

（１）配偶者等との関係のみに着目した休暇制度 

（２）配偶者等の子や出産・育児等に起因する休暇制度 

（３）その他福利厚生制度（豊島区職員互助会給付） 

※網掛け・赤字は、第 1回提示資料からの修正箇所 

福利厚生制度 ①配偶者 ②事実婚
③同性
パートナー

備考
申請方法
等

結婚等祝金 豊島区職員互助会会則 第2条 ○ ○ ○ ・豊島区職員互助会条例及び同施行規則に基づく制度。 P.14

病気見舞金 豊島区職員互助会会則 第2条 ○ ○ ○ ・豊島区職員互助会条例及び同施行規則に基づく制度。 P.14

会員弔慰金 豊島区職員互助会会則 第2条 ○ ○ ○ ・豊島区職員互助会条例及び同施行規則に基づく制度。 P.14

家族弔慰金 豊島区職員互助会会則 第2条 ○ ○ ○ ・豊島区職員互助会条例及び同施行規則に基づく制度。 P.14

根拠

休暇制度 ①配偶者 ②事実婚
③同性
パートナー

備考
申請方法
等

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例

第15条

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例施行規則

第23条

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例

第15条

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例施行規則

第24条の7

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例

第16条

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例施行規則

第25条

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例

第16条の2

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例施行規則

第25条の2

職員の配偶者同行休業に関
する条例

―

職員の配偶者同行休業に関
する条例施行規則

―

配偶者
同行休業

○ ○
・地方公務員法（第26条の6）に基づく休業制度であり、当該
法における配偶者の定義に、事実上の婚姻関係にある者を
含むと規定。

P.7

介護時間 ○ ○
・根拠規定における要介護者たる配偶者の定義に、事実上
の婚姻関係にある者を含むと規定。

P.6

介護休暇 ○ ○
・根拠規定における要介護者たる配偶者の定義に、事実上
の婚姻関係にある者を含むと規定。

P.5

短期の
介護休暇

○ ○
・根拠規定における要介護者たる配偶者の定義に、事実上
の婚姻関係にある者を含むと規定。

P.4

根拠

慶弔休暇 ○ ○

・根拠規定における配偶者の定義に、事実上の婚姻関係に
ある者を含むと規定。
・ただし、慶事については「結婚した場合」と規定されている
が、必ずしも婚姻の届出は必要としておらず、事実上の婚
姻関係に入った場合も対象としている。

P.2～3

休暇制度 ①配偶者 ②事実婚
③同性
パートナー

備考
申請方法
等

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例

第15条

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例施行規則

第24条の5

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例

第15条

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例施行規則

第21条

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例

第15条

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例施行規則

第24条の6

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例

第15条

職員の勤務時間、休日、休暇
等に関する条例施行規則

第20条

職員の育児休業等に関する
条例

―

職員の育児休業等に関する
条例施行規則

―

育児休業・
部分休業

・地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく休業制
度。
・配偶者の子や事実上の婚姻関係にある者の子は含まな
い。（ただし、職員の実子又は養子であれば対象。）

P.12～13

育児参加休暇 ○ ○
・配偶者の産前産後の期間だけでなく、事実上の婚姻関係
にある者の産前産後の期間にも利用可能。
・規則上、男子職員に限定。

P.10

育児時間
・労働基準法（第67条）に基づく休暇制度。
・配偶者の子や事実上の婚姻関係にある者の子は含まな
い。（ただし、職員の実子又は養子であれば対象。）

P.11

P.8

出産支援休暇 ○ ○
・配偶者の出産の前後だけでなく、事実上の婚姻関係にあ
る者の出産の前後にも利用可能。
・規則上、男子職員に限定。

P.9

子の看護の
ための休暇

○ ○
・職員の実子又は養子だけでなく、配偶者の子や事実上の
婚姻関係にある者の子も対象。

根拠
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３．申請方法等 

（１）配偶者等との関係のみに着目した休暇制度 

慶弔休暇（慶事） 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

○基準日及び区分 

 以下の各区分のうち、一番早い時点が基準日となる 

 ・婚姻届を提出した日 

 ・結婚式を挙げた日 

 ・披露宴を行った日 

 ・事実上婚姻生活に入った日 

  ○申請期間 

 【提出書類】 

承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

主任以下 所属係長（課長補佐・係長）

課長補佐・係長・主査 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

【イメージ】 
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 慶弔休暇（弔事） 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

  ○申請期間 

  ○死亡者に係る事柄 

   ・亡くなった親族の氏名 

   ・本人との続柄 

   ・死亡年月日 

   ・旅行先及び遠隔地旅行日数（葬儀等が遠隔地の場合） 

 【提出書類】 

承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

主任以下 所属係長（課長補佐・係長）

課長補佐・係長・主査 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

【イメージ】 
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 短期の介護休暇 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

○届出事由（日単位又は時間単位） 

  ○申請期間 

 【提出書類】 

  ○要介護者の状態等申出書（必須） 

   ・被介護者氏名、続柄、居住形態（同居・別居） 

   ・要介護状態となった時期 

   ・要介護者の状態、介護内容、その他申出事項等 

  ○上記以外は、承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

主任以下 所属係長（課長補佐・係長）

課長補佐・係長・主査 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

   ※承認（決裁）後、人事課に遷移 

【イメージ】 
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 介護休暇 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

  ○申請期間 

  ○請求に係る要介護者の情報 

   ・氏名、性別、年齢、生年月日、続柄、居住形態（同居・別居） 

   ・介護発生日 

   ・心身の状態及び介護内容 

  ○届出事由（当初申請・再承認） 

○介護休暇の申請期間の初日及び申請回数 

 【提出書類】 

○医師の診断書（必須） 

○上記以外は、承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

課長補佐以下 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

   ※承認（決裁）後、人事課に遷移 

【イメージ】 
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 介護時間 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

  ○申請期間 

  ○申請単位（期間中全て・曜日指定） 

  ○申請方法（時刻・時間単位） 

  ○請求に係る要介護者の情報 

   ・氏名、性別、年齢、住所、続柄、居住形態（同居・別居） 

   ・介護発生日（介護が必要になった日）、心身の状態及び介護内容 

  ○家族の情報 

   ・氏名、年齢、続柄、居住形態（同居・別居）、就業の有無、職業 

  ○届出事由（当初申請・再承認） 

  ○介護時間の申請期間の初日及び申請回数 

 【提出書類】 

○医師の診断書（必須） 

○上記以外は、承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

課長補佐以下 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

   ※承認（決裁）後、人事課に遷移 

【イメージ】 
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 配偶者同行休業 

【申請方法】 

配偶者同行休業申請書（紙媒体）により申請 

 ※庶務事務システムによる申請不可 

【申請項目】 

  ○申請の区分（当初申請・期間の延長） 

  ○申請に係る配偶者の情報 

   ・氏名、職業、申請時の所属先の名称及び所在地 

   ・外国滞在事由、外国滞在時の所属先の名称及び所在地、継続する期間 

   ・職員及び配偶者の外国滞在中の住所（居所） 

   ・申請期間（延長の場合は、延長の期間及び既に配偶者同行休業をしている期間） 

【提出書類】 

承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

   ＜例＞ 

赴任辞令、在留許可（査証）、転居に関する書類、在留届など配偶者が外国に勤務

すること及び職員が外国に居住することを証明できる書類 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

課長補佐・係長・主査以下 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

   ※承認（決裁）後、人事課へ提出 
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（２）配偶者等の子や出産・育児等に起因する休暇制度 

子の看護のための休暇 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

○届出事由（終日・時間休） 

  ○申請期間 

  ○対象となる子の出産日 

 【提出書類】 

承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

主任以下 所属係長（課長補佐・係長）

課長補佐・係長・主査 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

【イメージ】 
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出産支援休暇 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

○出産予定日又は出産日 

  ○申請期間 

  ○申請時刻（時間単位の場合のみ） 

【提出書類】 

承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

主任以下 所属係長（課長補佐・係長）

課長補佐・係長・主査 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

【イメージ】 
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 育児参加休暇 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

○出産予定日又は出産日 

  ○申請期間 

  ○届出事由 

   以下のいずれかを選択 

   ・当該出産に係る子の養育（産後のみ） 

   ・当該出産に係らない子の養育（産前・産後） 

【提出書類】 

承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

主任以下 所属係長（課長補佐・係長）

課長補佐・係長・主査 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

【イメージ】 
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 育児時間 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

○出産日 

  ○申請期間 

  ○申請方法（時刻・時間単位） 

【提出書類】 

承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

主任以下 所属係長（課長補佐・係長）

課長補佐・係長・主査 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

【イメージ】 
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 育児休業 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

  ○申請期間 

  ○請求に係る子の情報 

   ・氏名、続柄、生年月日 

  ○届出事由（当初申請・再度の育児休業） 

 【提出書類】 

○母子手帳の写し（必須） 

○上記以外は、承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

課長補佐以下 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

   ※承認（決裁）後、人事課に遷移 

【イメージ】 
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部分休業 

【申請方法】 

庶務事務システムにより申請 

【申請項目】 

  ○申請期間 

  ○申請単位（期間中全て・曜日指定） 

  ○申請方法（時刻・時間単位） 

  ○請求に係る子の情報 

   ・氏名、続柄、生年月日 

 【提出書類】 

○承認権者が証明書等の提出を求めた場合のみ必要 

【承認権者】 

申請者の職 承認権者の職 

課長補佐以下 所属課長 

課長（参事含む） 所属部長 

部長 副区長 

   ※承認（決裁）後、人事課に遷移 

【イメージ】 
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（３）その他福利厚生制度（豊島区職員互助会給付） 

【申請方法】 

給付金請求兼口座振込依頼書にて申請 

【提出書類】 

  ①結婚等祝金 

   《法律婚》 

     ○戸籍謄本又は抄本、婚姻届受理証明書 

   《事実婚（未届）》 

○住民票 ※「夫（未届）」「妻（未届）」の記載があるもので、 

発行日から３か月以内のもの 

   《同性パートナーシップ関係》 

     ○住民票 ※続柄記載のもので、発行日から３か月以内のもの 

     ○戸籍謄本（又は抄本）又は身分証明書（独身証明書） 

     ○公的証明又は申立書 

②病気見舞金 

   《法律婚》 

     ○傷病名及び入院期間等の事実が確認できるもの（例：診断書・領収書等） 

   《事実婚（未届）》 

○傷病名及び入院期間等の事実が確認できるもの（例：診断書・領収書等） 

○同居を確認できるもの（例：住民票・診断書等） 

   《同性パートナーシップ関係》 

事実婚（未届）の場合の必要書類に加え、以下の書類が必要 

○戸籍謄本 

○公的証明又は申立書 

③会員弔慰金・家族弔慰金 

   《法律婚》 

     ○死亡診断書、戸籍謄本（又は抄本）等死亡の事実を確認できるもの 

      ※職員の場合は庁内の訃報でも可 

《事実婚（未届）》 

  ○死亡の事実を証する書類 

  ○住民票 ※続柄記載のもので、発行日から３か月以内のもの 

《同性パートナーシップ関係》 

  事実婚（未届）の場合の必要書類に加え、以下の書類が必要 

     ○戸籍謄本（又は抄本）又は身分証明書（独身証明書） 

     ○公的証明又は申立書 


