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育児・介護休業法（法令により求められる制度）の概要

育児・介護休業法
（法令により求められる制度）の概要
育児関係

対象労働者 ○労働者（日々雇用を除く）
○労働者（日々雇用を除く）
○有期雇用労働者は、申出時点において、次の要件を ○有期雇用労働者は、申出時点において、次の要件を
満たすことが必要
満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以
上であること
上であること
・子が１歳６か月を経過する日までに労働契約期間
・介護休業取得予定日から起算して93日経過する日
が満了し、更新されないことが明らかでないこと
から６か月を経過する日までに労働契約期間が満

改正のポイント第１・１-１（７頁）参照
了し、更新されないことが明らかでないこと
○労使協定で対象外にできる労働者
○労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・雇用された期間が１年未満の労働者
・93日以内に雇用関係が終了する労働者
・１年（１歳以降の育児休業の場合は、６か月）以内に
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
対 象となる ○子（特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親 ○配偶者（事実婚を含む。以下同じ）
家族の範囲
に委託されている子等も対象）
父母、子、配偶者の父母

改正のポイント第１・１-２（８頁）参照
祖父母、兄弟姉妹及び孫（同居・扶養していない場
合も可）
改正のポイント第１・２-２（11頁）参照

休
業
制
度

期間

手続

介護関係

休業の定義 ○労働者が原則としてその１歳に満たない子を養育す ○労働者がその要介護状態（負傷、疾病又は身体上若
るためにする休業
しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわた
り常時介護を必要とする状態）にある対象家族を介
護するためにする休業

回数

育児関係

○子１人につき、原則として１回（ただし、子の出生日か ○対象家族1人につき、３回

改正のポイント第１・２-１（10頁）参照
ら８週間以内にした最初の育児休業を除く）
○以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業取得
が可能
・新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開
始により育児休業が終了した場合で当該休業に係
る子又は家族が死亡等した場合
・配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により
子の養育が困難となった場合
・離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
・子が負傷、疾病、障害により２週間以上にわたり世
話を必要とする場合
・保育所等入所を希望しているが、入所できない場合
○子が１歳以降の育児休業については、子が１歳までの
育児休業とは別に取得可能

休
業
制
度

制度の内容

介護関係

○書面等で事業主に申出

・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日
等を、書面等で労働者に通知
○申出期間（事業主による休業開始日の繰下げ可能期
間）は１か月前まで（ただし、出産予定日前に子が出
生したこと等の事由が生じた場合は、
１週間前まで）
１歳以降の休業の申出は２週間前まで
○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた
場合は、
１回に限り開始予定日の繰上げ可
○１か月前までに申し出ることにより、子が１歳に達す
るまでの期間内で１回に限り終了予定日の繰下げ可
１歳以降の休業をしている場合は、２週間前の日まで
に申し出ることにより、子が１歳６か月
（又は２歳）
に達
するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、
撤回可
○上記の場合、原則再度の申出不可

・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、介護休業の開始予定日及び終了予定日
等を、書面等で労働者に通知
○申出期間（事業主による休業開始日の繰下げ可能期
間）は２週間前まで

○２週間前の日までに申し出ることにより、93日の範囲
内で、申出ごとに１回に限り終了予定日の繰下げ可

○休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、
撤回可
○上記の場合、その後の再度の申出は１回は可

○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、
１年に５日まで（当該子が２人以上の場合は10日ま
で）、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために、休暇が取得できる
○半日（所定労働時間の２分の１）単位での取得も可能。
令和３年１月１日からは、時間単位での取得が可能

改正のポイント第４（17頁）参照

子
の
看
護
休 対象労働者 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者（日々雇用を除く）
暇
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続６か月未満の労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
制度の内容

○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、
１年に５日まで（対象家族が２人以上の場合
は10日まで）、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できる
○半日（所定労働時間の２分の１）単位での取得も可能。
令和３年１月１日からは、時間単位での取得が可能

改正のポイント第４（17頁）参照

介
護
休
暇 対象労働者 ○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者（日々雇用を除く）
○労使協定で対象外にできる労働者
・勤続６か月未満の労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者

○原則として子が１歳に達するまでの連続した期間
○対象家族１人につき通算93日まで
○ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、
子が１歳２か月に達するまで出産日と産後休業期間と
育児休業期間とを合計して１年間以内の休業が可能
○子が１歳に達する日において（子が１歳２か月に達する
までの育児休業が可能である場合に１歳を超えて育児
休業をしている場合にはその休業終了予定日におい
て）いずれかの親が育児休業中であり、かつ次の事情
がある場合には、子が１歳６か月に達するまで可能
・保育所等への入所を希望しているが、入所できない
場合
・子の養育を行っている配偶者（もう一人の親）であ
って、１歳以降子を養育する予定であったものが死
亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難に
なった場合
※同様の条件で１歳６か月から２歳までの延長も可能
（平成29年10月から）
改正のポイント第２・１（15頁）参照
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○書面等で事業主に申出
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育児・介護休業法（法令により求められる制度）の概要

育児関係

介護関係

制度の内容 ○３歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育 ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその
対象家族を介護するために請求した場合においては、
事
するために請求した場合においては、事業主は所定
業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない
労働時間を超えて労働させてはならない
所

改正のポイント第１・２-５（14頁）参照
定
外 対象労働者 ○３歳に満たない子を養育する労働者（日々雇用を除 ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者（日々
労
雇用を除く）
く）
働
○労使協定で対象外にできる労働者
○労使協定で対象外にできる労働者
を
・勤続１年未満の労働者
・勤続１年未満の労働者
制
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
限
す 期間・回数 ○１回の請求につき１月以上１年以内の期間
○１回の請求につき１月以上１年以内の期間
る
○請求できる回数に制限なし
○請求できる回数に制限なし
制
○開始の日の１月前までに請求
○開始の日の１月前までに請求
度 手続
例外

○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を
拒める
拒める

制度の内容 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働 ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその
対象家族を介護するために請求した場合においては、
者がその子を養育するために請求した場合において
事業主は制限時間
（１月24時間、
１年150時間）
を超え
は、事業主は制限時間（１月24時間、１年150時間）
時
て労働時間を延長してはならない
を超えて労働時間を延長してはならない
間
外 対象労働者 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者
労
○ただし、以下に該当する労働者は対象外
○ただし、以下に該当する労働者は対象外
働
・日々雇用される労働者
・日々雇用される労働者
を
・勤続１年未満の労働者
・勤続１年未満の労働者
制
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
・週の所定労働日数が２日以下の労働者
限
す
期間・回数 ○１回の請求につき１月以上１年以内の期間
○１回の請求につき１月以上１年以内の期間
る
○請求できる回数に制限なし
○請求できる回数に制限なし
制
度 手続
○開始の日の１月前までに請求
○開始の日の１月前までに請求
例外

深
夜
業
を
制
限
す
る
制
度

○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を
拒める
拒める

育児関係

介護関係

所定労働時間の ○３歳に満たない子を養育する労働者
（日々雇用を除く） ○常時介護を要する対象家族を介護する労働者（日々
雇用を除く）に関して、対象家族１人につき次の措置
短縮措置等
であって育児休業をしていないもの
（１日の所定労働
のいずれかを、利用開始から３年以上の間で２回以
時間が６時間以下である労働者を除く）
に関して、
１日
上の利用を可能とする措置を講ずる義務
の所定労働時間を原則として６時間とする措置を含む

改正のポイント第１・２-４（13頁）参照
措置を講ずる義務
○ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時
・所定労働時間を短縮する制度
間の短縮措置を講じないものとして定められた労働
・フレックスタイム制
者は対象外
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
１ 勤続１年未満の労働者
・労働者が利用する介護サービスの費用の助成その
２ 週の所定労働日数が２日以下の労働者
他これに準ずる制度
３ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所 ○ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時
定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認め
間の短縮措置等を講じないものとして定められた労
られる業務に従事する労働者
働者は対象外
○上記３の労働者について所定労働時間の短縮措置を
１ 勤続１年未満の労働者
講じないこととするときは、当該労働者について、次
２ 週の所定労働日数が２日以下の労働者
の措置のいずれかを講ずる義務
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる
便宜の供与
小学校就学の始 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働 ○家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は
者に関して、育児休業に関する制度、所定外労働の制
期 に 達 するまで
所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を
限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又はフレ
の子を養育又は
必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講
ックスタイム制等の措置に準じて、必要な措置を講ず
家 族を介 護する
ずる努力義務
る努力義務
労 働 者に関する
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働
措置
者に関して、配偶者出産休暇等の育児に関する目的
で利用できる休暇制度を講ずる努力義務

改正のポイント第２・３（15頁）参照

制度の内容 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働 ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその
対象家族を介護するために請求した場合においては、
者がその子を養育するために請求した場合において
事業主は午後10時～午前５時
（深夜）
において労働さ
は、事業主は午後10時～午前５時（深夜）において労
せてはならない
働させてはならない

育児休 業 等に関 ○事業主は、育児休業、介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の申出・利用に関する
言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために
するハラスメント
必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずる義務
の防止措置

改正のポイント第１・１-３（９頁）参照

対象労働者 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者
○ただし、以下に該当する労働者は対象外
○ただし、以下に該当する労働者は対象外
１ 日々雇用される労働者
１ 日々雇用される労働者
２ 勤続１年未満の労働者
２ 勤続１年未満の労働者
３ 介護ができる同居の家族がいる労働者
３ 保育ができる同居の家族がいる労働者
介護ができる同居の家族とは、
16歳以上であっ
保育ができる同居の家族とは、
16歳以上であ
て、次のいずれにも該当する者をいう
って、次のいずれにも該当する者をいう
イ 深夜に就労していないこと（深夜の就労日
イ 深夜に就労していないこと（深夜の就労日
数が１月につき３日以下の者を含む）
数が１月につき３日以下の者を含む）
ロ 負傷、疾病又は心身の障害により介護が困
ロ 負傷、疾病又は心身の障害により保育が困
難でないこと
難でないこと
ハ 6週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に
ハ 6週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に
出産する予定であるか、又は産後8週間を経過
出産する予定であるか、又は産後8週間を経過
しない者でないこと
しない者でないこと
４ 週の所定労働日数が2日以下の労働者
４ 週の所定労働日数が2日以下の労働者
５ 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
５ 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

労働者の配置に ○就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介護を行う
関する配慮
ことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務

期間・回数

○１回の請求につき１月以上６月以内の期間
○請求できる回数に制限なし

○１回の請求につき１月以上６月以内の期間
○請求できる回数に制限なし

手続

○開始の日の１月前までに請求

○開始の日の１月前までに請求

例外

○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を
拒める
拒める

4

不利益取 扱いの ○育児・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、所定労働
禁止
時間の短縮措置等について、申出をしたこと、又は取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止
育 児・介 護 休 業 ○事業主は、育児休業・介護休業中及び休業後の待遇・労働条件等に関する事項について、就業規則等にあらか
等の個別周知
じめ定め、周知する努力義務
◯事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や、労働者が介護していることを知った
場合に、当該労働者に対し、個別に関連制度を周知する努力義務

改正のポイント第２・２（15頁）参照
※これらの制度を各事業所においてより広い内容とすることは望ましいものとされています。
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改正育児・介護休業法のポイント
第１

施行期日：平成29（2017）年１月１日

１ 仕事と育児の両立支援制度の見直し
【多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備】

○非正規雇用労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い
等の防止を図ることが求められていました。
○多様な家族形態・雇用形態に対応するため、①育児休業の対象となる子の範囲の拡大（特別養子縁組の監
護期間にある子等）、②育児休業の申出ができる有期雇用労働者の要件（1歳までの継続雇用要件等）の緩
和等が行われています。

１－１ 有期雇用労働者の育児休業の取得要件の緩和
◎従来の取得要件のうち、②子が１歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれ
ることについては、事業主にとっても労働者にとっても分かりづらいという課題があること
から、育児又は介護を理由として雇用関係が終了することを防ぎ、その継続を図ることを目
的とする制度であるという育児休業・介護休業制度の趣旨を踏まえつつ、育児休業の取得を
促進するため見直されました。

改正前

改正後

申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の
取得が可能
①過去１年以上継続して雇用されていること
②子が１歳になった後も雇用継続の見込みが
あること
③子が２歳になるまでの間に雇用契約が更新
されないことが明らかである者を除く

申出時点で以下の要件を満たすことに緩和
①過去１年以上継続し雇用されていること
②子が１歳6か月になるまでの間に雇用契約が
なくなることが明らかでないこと

２ 仕事と介護の両立支援制度の見直し

有期雇用労働者の育児休業取得要件の見直し

【介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備】

○介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするため、介護休業や柔軟な働
き方の制度を様々に組み合わせて対応できるような制度の構築が求められていました。
○介護離職の防止に向け、①介護休業の分割取得（3回まで計93日）、②所定外労働の免除制度の創設、③介
護休暇の半日単位取得、④介護休業給付の給付率の引上げ〔賃金の40%→67％〕等が行われています。

仕事と介護の両立支援制度（見直しイメージ）
要介護状態
（制度利用の申出が可能な状態）

※ 要介護状態にある対象家族ごとに
以下の制度が利用可能

介護休業
（申出から93日）

改正前の要件

引き続き
雇用された期間
１年以上

2 1歳

出生

3

2歳

子の年齢

申出

1

雇用継続の見込み

介護終了
（対象家族の死亡）
介護休業①＋②＋③＝９３日

選択的措置義務★

雇用継続の可能性

1

申出時点で1年以上継続して雇用されていること

2

1歳以降も雇用継続の見込みがあること

3

2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く
※②と③は、申出時点
（①の時点）
で判断

（介護休業をしない期間利用可能）

９３日間

介護休業①

介護休業②

選択的措置義務

介護休業③

★と措置内容は同様
（いずれか一つを事業主が選択して措置）

①週又は月の所定労働時間の短縮措置
（短時間勤務）②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
（時差出勤の制度）④介護サービスを利用する
場合、
労働者が負担する費用を助成する制度その他これに準ずる制度

３年間の間で少なくとも２回以上利用が可能

：従来制度
：改正部分

半日単位の取得
（所定労働時間の2分の1）
※令和３年より
「時間単位」

時間外労働・深夜業の制限
家族を介護する労働者に関して、
介護休業制度又は週若しくは月の所定労働時間の短縮等の措置に準じて、
その介護を必要とする時間、
回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務

6

出生

引き続き
雇用された期間
１年以上

2

廃止

1歳
6か月 緩和

子の年齢

：努力義務

所定外労働の免除
２人以上の場合に１０日付与される）
介護休暇（対象家族１人につき年５日、

改正後の要件

申出

雇用継続の可能性

1
1

申出時点で1年以上継続して雇用されていること

2

1歳6か月までの間に更新されないことが明らかである者を除く
※②は、申出時点
（①の時点）
で判断
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１－２ 育児休業等の対象となる子の範囲

１－３ マタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設

◎特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった法律上の親子
関係に準じるといえる関係についても、育児休業制度等育児に関する制度の対象とします。

◎上司・同僚からの行為を防止するための措置については、セクシュアルハラスメントの防止の
ために事業主に義務づけられている措置を参考に、事業主に雇用管理上必要な措置が義務
づけられました。

改正後

改正前

改正後

特別養子縁組の監護期間中

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
は禁止

●左記に加え、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
（いわゆるマタハラ・パタハラなど）
を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け
●派遣労働者の派遣先にも以下を適用
・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の
防止措置の義務付け

改正前
育児休業等※１が取得できる

の子、養子縁組里親に委託

対象は、法律上の親子関係が

されている子等※２も新たに

ある実子・養子

対象

※１ 育児休業のほかに、子の看護休暇、所定外労働の制限（残業の免除）、時間外労働の制限、
深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置も含みます。
※２ 当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等
が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子を含みます。

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの内容
⑴「制度等の利用への嫌がらせ型」の典型例
①解雇その他不利益な取扱いを⽰唆する
・産前休業や育児休業の取得を上司に相談したところ、「休みを取るなら辞めてもらう」と言われた
・時間外労働の免除について上司に相談したところ、
「次の査定の際は昇進しないと思え」と言われた
②制度等の利用の請求等⼜は制度等の利用を阻害する
・育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」
と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている
・介護休業について請求する旨を周囲に伝えたところ、同僚から「自分なら請求しない。あなたも
そうすべき」と言われた。
「でも自分は請求したい」と再度伝えたが、再度同様の発言をされ、取
得をあきらめざるを得ない状況になっている
③制度等を利用したことにより嫌がらせ等をする
・上司・同僚が「所定外労働の制限をしている⼈にはたいした仕事はさせられない」と繰り返し⼜
は継続的に言い、専ら雑務のみさせられる状況となっており、就業する上で看過できない程度の
支障が生じている（意に反することを明⽰した場合に、さらに⾏われる言動も含む）
・上司・同僚が「自分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ」と繰り返し
⼜は継続的に言い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じている（同上）

⑵「状態への嫌がらせ型」の典型例
①解雇その他不利益な取扱いを⽰唆する
・上司に妊娠を報告したところ「他の⼈を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われた
②妊娠等したことにより嫌がらせ等をする
・上司・同僚が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」と繰り返し⼜は継続的に
言い、仕事をさせない状況となっており、就業をする上で看過できない程度の支障が生じている
（意に反することを明⽰した場合に、さらに⾏われる言動も含む）
・上司・同僚が「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」と繰り返し⼜は継続的に言い、就
業をする上で看過できない程度の支障が生じている（同上）

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・防止措置
（育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等関係） ※施行日：平成29年1月1日

改正前の概要
○事業主は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

以下のような事由を理由として

不利益取扱いを行うことは違法

妊娠中・産後の女性労働者の
・妊娠、
出産
・妊婦検診などの母性健康管理措置
・産前・産後休業
・軽易な業務への転換
・つわり、
切迫流産などで仕事ができない、
労働能率が
低下した
・育児時間
・時間外労働、
休日労働、
深夜残業をしない

・解雇
・雇止め
・契約更新回数の引き下げ
・退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更
の強要
・降格
・減給
・賞与等における不利益な算定
・不利益な配置変更
・不利益な自宅待機命令
・昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う
・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就業環境
を害する行為をする

子どもを持つ労働者・介護をしている労働者の
・育児休業、
介護休業
・育児のための所定労働時間の短縮措置
（短時間勤務）
、
介護のための所定労働時間の短縮措置等
・子の看護休暇、
介護休暇
・時間外労働、
深夜残業をしない ※上記は主なもの

改正前の不利益取扱い禁止と防止措置の関係

改正後

不利益取扱い禁止
（均等法第9条3項、
育・介法第10条等）

左記に加えて防止措置義務を新規に追加

禁止・義務の対象

事業主

事業主

内容

妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由と
する不利益取扱いをしてはならない。

上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・
介護休業等を理由とする就業環境を害する行為を
することがないよう防止措置（※）を講じなければな
らない。

※就業環境を害する行為を含む

※労働者への周知・啓発、相談体制の整備等の内容を指
針で規定。

資料出所：厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました！」
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２－１ 介護休業の分割取得

２－２ 介護休業等の対象家族の範囲の拡大（省令事項）

◎介護休業とは、労働者（日々雇用される労働者を除く）が、要介護状態（負傷、疾病又は身体
上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態）の
対象家族を介護するための休業です。

◎介護休業の対象家族については、世帯構造の変化等を踏まえ、祖父母、兄弟姉妹及び孫に
ついて同居・扶養要件が外されました。
◎介護休業のほか、所定労働時間の短縮措置等（いわゆる選択的措置義務）、介護休暇、所定
外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限にかかる対象家族の範囲についても同様
とされました。

◎介護開始から介護終了までの間に、急性期対応のみならず、看取りの時期、介護施設間の移
動、病院への入退院、要介護者の状態が大きく変化した場合などに休業のニーズがあると考
えられることから、分割して複数回取得できることとすることが適当であり、この場合、取得
回数の実績を踏まえ、介護の始期、終期、その間の期間にそれぞれ対応するという観点から、
従来の1回のみから３回まで取得できることになりました。

改正後

改正前
対象家族は、配偶者、父母、

改正前

改正後

介護休業について、介護を必

対象家族１人につき通算93

要とする家族
（対象家族）
１人

同居・扶養していない祖父母、

子、配偶子の父母、同居かつ

兄弟姉妹及び孫も追加

扶養している祖父母、兄弟姉
妹及び孫

日まで、
３回を上限として、介

につき、通算93日まで原則１

護休業を分割して取得可能

回に限り取得可能

要介護者と介護者の続柄の割合

介護休業を分割できた場合の継続就業率
■介護休業の分割
継続

離転職

休業期間を分割できた

87.7％

12.3％

休業期間を分割できなかった

81.5％

6.2％

配偶者
の父

配偶者
の母

配偶者

子ども

自分の
父

自分の
母

4.9%

11.6%

1.8%

0.2%

29.3%

34.5%

同居かつ扶養要件を
満たしている

同居かつ扶養要件を
満たしていない

自分の
自分の
自分の
自分の
祖父・祖母 兄弟・姉妹 祖父・祖母 兄弟・姉妹
0.7%

ｎ＝1408

（追加）

0.1%

11.7％

0.5%

自分の
おじ・おば

その他

2.3%

2.4%

※１

18.5％

■介護休業の延長
継続

離転職

介護休業が３か月超

82.2％

17.8％

介護休業が３か月まで

80.0％

2.2％

■就業者における要介護者と介護者の続柄の割合

20.0％

（平成27年「仕事と介護の両立に関する調査」労働政策研究・研修機構（JILPT））

83.1%
➡ 追加後 95.3%
対象家族（※２）

16.9%
➡ 追加後 4.7%
対象家族でない

※１ ｢その他｣には、｢その他自分の親戚｣、｢配偶者の祖父・祖母｣、｢配偶者のおじ・おば｣、｢配偶者の兄弟・姉妹｣、｢その他の配偶者の親
戚｣が含まれる。
※２「孫」
を介護する割合は、調査票に項目がないため不明。

（参考）改正前の育児・介護休業法の対象家族
○ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
○ これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるもの（=同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫）
資料出所：JILPT「介護者の就業と離職に関する調査」（平成27年）結果から作成
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２－３ 介護休業給付の給付率の引上げ（平成28年8月実施）

２－４ 介護のための所定労働時間の短縮措置等

◎雇用保険法にもとづく雇用継続給付として、介護休業をしている被保険者が一定の要件を満
たす場合には介護休業給付金が支給されます。

◎事業主は、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、対象家族１人につき、
①所定労働時間の短縮措置、 ②フレックスタイム制度、 ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下
げ、④労働者が利用する介護サービス費用の助成、その他これに準じる制度のうちいずれか
の措置を選択して講じなければならないとされていました。

◎介護離職防止の観点から、給付率は平成28年8月から、休業開始時賃金の40％から67％
に引き上げられました。

改正前

改正後

賃金の40％

67％に引上げ

◎上記の所定労働時間の短縮措置等は、日常的な介護のニーズに対応するために、介護休業と
あわせて93日としていた状況から独立させることが適当であり、この場合、主たる介護者の
平均在宅介護期間等を参考に、利用を申し出たときから３年以上の期間措置とすべきものと
し、３年以上の間で少なくとも２回以上の申出が可能となる制度となりました。

介護のための所定労働時間

○各支給対象期間（介護休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間）における支給額は

休業開始時賃金日額 ×支給日数 ×67％
※3
（賃金月額）

得可能

休業開始時賃金日額とは原則として、介護休業開始前6か月間の賃金を180 日で割った額です。
支給日数とは、①
「②」
以外の支給対象期間については30日、
②休業終了日の属する支給対象期間については、
当該支給対象期間の日数です。
賃金月額には上限があります。

※介護休業以外の休暇、週休日、所定の休日も期間に含む。

介護休業給付支給額

13％以下の場合

賃金月額の67％相当額を支給

13％を超えて80％未満の場合

賃金月額の80％相当額と事業主から支給される賃金の差額を支給

80％以上の場合

支給されません

②

２週間以内

２週間超
１か月以内

１回の最長日数

75.0％

10.2％

通算日数

64.8％

13.6％

平成29年4月1日から5月31日まで取得した介護休業について、支給日数61日の介護休業給付金を受給。
平成29年4月1日〜4月30日 【支給日数30日】

休業期間

平成29年9月1日〜9月30日 【支給日数30日】

平成29年10月1日〜10月2日（休業終了日10/2）

割合

【支給日数2日】

29/5/31

29/9/1

29/10/2

介護休業①

介護休業②

支給日数61日

支給日数32日

12

１年超

9.1％

1.1％

2.3％

2.2％

17.0％

1.1％

1.1％

2.2％

介護休業制度の規定あり

【支給日数31日】

29/4/1

６か月超
１年以内

（平成27年「仕事と介護の両立に関する調査」JILPT）

平成29年5月1日〜5月31日（休業終了日5/31）

さらに、同じ対象家族について取得した２回目の介護休業について、支給日数32日まで（①と通算して支給日

・支給対象期間その2

３か月超
６か月以内

■最長介護休業期間別事業所割合

数93日まで）介護休業給付金の受給が可能。平成29年9月1日から10月2日まで介護休業を取得。
・支給対象期間その1

１か月超
３か月以内

※介護開始時の勤務先・介護開始時正規雇用

■同じ対象家族について2回の介護休業給付金の支給を受ける例
・支給対象期間その2

【参考】介護のために休んだ日数及び介護休業規定の現状
■介護のために１週間を超えて連続した期間仕事を休んだ日数

事業主からの賃金
（休業開始時賃金月額の）

・支給対象期間その1

用が可能

通算して93日の範囲内で取

※2

○支給対象期間中に、事業主から賃金が支払われた場合は、次のようになります。

①

から３年の間で２回以上の利

義務）
について、介護休業と
※1

※3

介護休業とは別に、利用開始

の短縮措置等（選択的措置

次のとおり計算されます。

※1
※2

改正後

改正前

■介護休業給付の額

介護休業
期間の最長限度を定めている
制度の規定 通算して93
93日を超え
６か月を超
なし
日まで
（法定
６か月
６か月未満
え1年未満
通り）
34.1％

52.3％
（79.8％）

0.5％
(0.8％)

2.4％
(3.7％)

0.9％
(1.3％)

１年

１年を
超える期間

6.5％
(9.9％)

0.7％
(1.1％)

期間の制限
はなく必要
日数取得可
能
2.3％
(3.5％)

14.5%

※括弧内は「介護休業規定あり」を100％とした場合の割合

19.5%
（平成24年度「雇用均等基本調査」厚生労働省）
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２－５ 介護のための所定外労働の制限（残業の免除）
◎所定外労働の免除と組み合わせて利用できる介護サービスも存在するということを踏まえ、
日常的な介護のニーズに対応するものとして、介護に係る所定外労働の免除を法律上に位置
づけることが適当であり、この場合、フルタイムで働きつつ介護のニーズに対応できる制度で
あることから、介護終了までの期間について請求することのできる権利として位置づけるこ
とになりました。
◎具体的には、対象家族１人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制
度が新設されました。

施行期日：平成29
（2017）
年10月１日

１ 子が最長２歳に達するまで育児休業が取得可能に
◎１歳６か月以降も保育所等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休
業期間を最長２歳まで延長できます。
◎育児休業給付金の支給期間も２歳までとなります。

改正の内容【平成29年10月１日施行】
改正後

改正前

介護のための所定外労働の
制限
（残業の免除）
について、

なし

対象家族１人につき、介護終
了まで利用できる所定外労

○保育所等に入れないなどの場合、従来は子が１歳６か月に達するまで育児休業を延長できた。
○しかし、保育所への入所が一般的に年度初めであることを踏まえると、
１歳６か月から年度末の期間につ
いては、保育所に預けられず、かつ育休も取得できないという課題があった。
○改正により、
１歳６か月に達した時点で、保育所等に入れないなどの場合に再度申請することにより、育児
休業期間を
「最長２歳まで」
延長できることとなった。
○上記にあわせ、育児休業給付の支給期間を延長する。

働の制限を新設

短時間勤務制度・所定労働時間短縮・所定外免除の制度の有無別の継続就業率
■短時間勤務制度

延長申請
0歳

1歳

延長申請

1歳6か月

年度末

※介護短時間勤務については、介護休業とあわせて93日の範囲内で義務化
※実際の利用有無に関わらず、勤務先の制度の有無に基づいて比較

継続

離転職

短時間勤務制度あり

78.1％

21.9％

短時間勤務制度なし

87.0％

13.0％

■所定労働時間の短縮

２ 育児休業等制度の個別周知の努力義務の創設
統計的有意差なし

※勤務先の制度の有無に関わらず、所定労働時間の短縮を行った者について比較

継続

離転職

所定労働時間短縮あり

78.8％

21.2％

所定労働時間短縮なし

78.4％

21.6％

■所定外労働の免除制度

統計的有意差なし

※実際の利用有無に関わらず、勤務先の制度の有無に基づいて比較

継続
所定外労働免除制度あり

91.9％

所定外労働免除制度なし

79.1％

◎労働者やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合、または労働者が家族を介護してい
ることを知った場合に、当該労働者に対して個別に育児休業等に関する制度を知らせる事業
主の努力義務が創設されました。

３ 育児目的休暇制度の努力義務の創設
◎小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が育児に関する目的で利用できる休暇制度
を、事業主が設ける努力義務が創設されました。

離転職
8.1％

12.8％

20.9％

継
続：介護開始時と同じ勤務先で現在就業
離 転 職：介護開始時と別の勤務先で現在就業もしくは介護開始時の勤務先を辞めて現在非就業
分析対象：2000年4月以降介護開始かつ介護開始時正規雇用
（平成27年「仕事と介護の両立に関する調査」JILPT）
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第４

施行期日：令和２（2020）年６月１日

施行期日：令和３
（2021）
年１月１日

マタハラ・パタハラ等の防止対策を強化

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に

◎職場における妊娠・出産や育児休業・介護休業等に関するハラスメント（いわゆるマタニティ
ハラスメントやパタニティハラスメント）については、雇用管理上の措置を講じることが既に
義務づけられています。

◎小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者（日々雇用される労働者を除く）は、
１年に５日（子が２人以上の場合は10日）まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接
種、健康診断を受けさせるための休暇の取得が可能です（子の看護休暇）。

◎労働施策総合推進法等の改正により、職場におけるハラスメント全般に対する防止対策が
強化され、いわゆるパワーハラスメントの防止対策が事業主に義務づけられました（中小事
業主は令和４（2022）年３月31日までは努力義務）。

◎また、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者（日々雇用される労働
者を除く）は、１年に５日（対象家族が２人以上の場合は10日）まで、介護その他の世話を行
うための休暇の取得が可能です（介護休暇）。

◎また、国・事業主・労働者がそれぞれハラスメント防止のための責務を負うことが努力義務
とされました。

◎子の看護休暇及び介護休暇について、従前の取得単位は「1日単位」又は「半日単位」とされ
ていましたが、これらの休暇を労働者が柔軟に取得することができるよう、
「時間単位」で
取得できるようになりました。

◎さらに、
「労働者が相談を行ったこと」等を理由として事業主が労働者に対して不利益取扱
いを行うことが明確に禁止されました。

ポイント１

改正前

国・事業主・労働者の責務を明確化

事業主等は、それぞれ以下の責務を負うことが新たに努力義務とされました。

改正後

・半日単位での取得が可能

・時間単位での取得が可能

・１日の所定労働時間が４時間

・すべての労働者が取得できる

以下の労働者は取得できない

・国は、育児休業・介護休業等の利用に関するハラスメントに対する事業主や国民一般の関心と理解
を深めるため、広報・啓発活動等の措置を講じる
・事業主は、育児休業・介護休業等の利用に関するハラスメントに対する労働者の関心と理解を深め
るとともに、労働者相互が言動に注意を払うよう研修の実施その他必要な配慮を行う

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

・事業主は、国の講ずる措置に協力する。事業主（役員）自らも労働者に対する言動に注意を払う
・労働者は、育児休業・介護休業等の利用に関するハラスメントに対する関心と理解を深め、他の労

〈例〉１日の所定労働時間数が８時間、年５日分の介護休暇が取得可能な場合

働者に対する言動に注意を払う。また、事業主が行うハラスメント等防止措置に協力する

労働者が相談をしたこと等を理由とする不利益取扱いを禁止

8：00

11：00

より柔軟な休暇取得が可能に。
17

一日休

18：00

二時間休

17：00

一時間休

16：00

16

一日休

三時間休

15：00

四時間休

14：00

一日休

・事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたこと

一日休

13：00

午後休

・労働者が相談を行ったこと

一日休

12：00

一日休

ました。

一時間休

がないよう、事業主が次のことを理由として労働者の解雇その他不利益な取扱いを行うことが禁止され

三時間休

10：00

午前休

よう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措

午前休

9：00

午前休

事業主は、育児休業・介護休業等の利用に関する言動により労働者の就労環境が害されることのない
置を講じることとされています。本改正では上記に加えて、労働者が相談等を行うことに躊躇すること

改正後の取得イメージ

二時間休

ポイント２

現行制度の取得イメージ
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ポイント１

第５

子の看護休暇と介護休暇は１時間から取得可能に

・
「時間」とは、１時間の整数倍の時間をいい、事業主は、労働者からの申し出に応じ、労働者の希

注）下記１から３は検討中の事項につき、今後変更になる場合があります



望する時間数で取得できるようにします。

１ 男性が育児休業を取得しやすくする仕組みを創設

・法令上求められる時間単位の取得は、始業時刻から連続又は終業時刻まで連続するもので、いわゆる中抜

◎現状において男性の取得ニーズの高い「子の出生直後の時期」について、男性の休業の取得
をより進めるため、現⾏の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組みを設けます。

けは認めなくてもよいとされています。

ポイント２

今後の改正（検討中の事項）

◎新たな仕組みでは、子の出生後８週を対象期間とし、４週間を取得可能とします。また、分割
して２回取得可能とします。

時間単位で取得することが困難な業務は労使協定を締結

・子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結す

◎出生直後の時期に限らず、その後も継続して夫婦で共に育児を担うために夫婦交代で育児休
業を取得しやすくする等の観点から、現行の育児休業についても分割を可能とします。

ることにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができま
す。なお、困難な業務の範囲は労使で十分に話し合って決めます。
・労使協定により時間単位での休暇取得ができないこととなった労働者であっても、引き続き半日単

男女の育児休業取得率の推移

位での休暇取得を認めるように事業主は配慮します。

ポイント３

両立支援等助成金の対象

・時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入していることなどの要件を満
たした事業所は、両立支援等助成金の支給対象となる場合があります。

○育児休業取得率は、女性は８割台で推移している一方、男性は低水準ではあるものの上昇傾向にある（令和
元年度：7.48％）。
女性

（％）
100

89.7

90

「介護休暇１日分」の考え方

90.6

80

○介護休暇を日単位で取得するか時間単位で取得するかは、労働者の選択に委ねられる。

70.6

70

64.0

○介護休暇として１日の勤務時間全て休暇を取得する場合、「１日分」の休暇の取得となる。

60 56.4

○時間単位で介護休暇を取得する場合は、休暇を取得した時間数の合計が１日の所定労働時間数※に相当する
時間数になるごとに「１日分」の休暇を取得したものとして処理。

50
40

※この場合の「１日の所定労働時間数」は、日によって所定労働時間数が異なる場合には、１年間における１日平均所定労働
時間数となる。１年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には、所定労働時間数が決まっている期間における
１日平均所定労働時間数となる。

30

※時間単位で介護休暇を取得する場合は、「30分」という端数を切り上げて８時間分の休暇で「１日分」となる。

①丸１日休む場合

１日（＝７時間30分）休む

81.5

政府目標

83.0

10

83.2 82.2

令和２（2020）年：13％
令和７（2025）年：30％

72.3

8

7.48

6

49.1

5.14

4
2.65

［2.63］

2

10

8 11 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元（年度）

育児休業取得率＝

「１日」の介護休暇を取得
⇒ 残り４日取得可能

83.6 83.0

81.8

20

0

所定労働時間数７時間30分

83.7

86.6

6.16

✓１日の所定労働時間数に１時間に満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要。

〈例〉 １日の所定労働時間数が７時間30分／年５日分の介護休暇が取得可能な場合

12

［87.8］

85.6

男性

（％）

0

1.56

0.33
0.12
0.56 0.5
0.42

1.72

1.23

2.03
1.89

3.16

2.3

1.38

8 11 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元（年度）

出産者のうち、調査年の10月1日までに育児休業を開始した者
（開始予定の申出をしている者を含む。）
の数
調査前年の9月30日までの１年間※の出産者
（男性の場合は配偶者が出産した者）
の数
（※）平成22年度以前調査においては、調査前年度の１年間。
（注）平成23年度の
［ ］
内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
資料出所：厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」

②始業から７時間
休む場合

「７時間」の介護休暇を取得
⇒ 残り４日＋１時間※取得可能

７時間休む
30分勤務

18

※介護休暇１日分（８時間）－実際に取得した時間（７時間）
＝残り時間（１時間）

19

◎雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得しやすくなるよう、有期雇用労働者にかかる「引
き続き雇用された期間が１年以上」の要件について、無期雇用労働者と同様の取扱い（労使
協定の締結により除外可）とします。
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子の看護休暇制度の概要

45

２

有期雇用労働者
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２

子の看護休暇の取得対象労働者

46

３

育児休業の対象とならない場合

23

３

子の看護休暇の取得単位

47

４

子の看護休暇の申出

50

（参考）
育児休業における有期雇用労働者
について

母

産休

父

育休

父の３度目の
取得はできない

育児休業
１年間

育児休業の分割により実現できる働き方・休み方（イメージ）
母

産休

育児休業

育休

父

育児休業
８週間

母
父

育児休業
休

育休

８週間

出生時

１年間

育休

２

時間外労働の制限

55

２

育児休業申出書の提出

25

３

深夜業の制限

58

３

再度の育児休業の申出ができる
特別な事情

７．事業主が講ずべき措置

29

出生後８週間以内の育児休業と再度の
取得（パパ休暇）

29

事業主の対応

30

１

あらかじめ定めるべき事項等

61

２

雇用管理及び職業能力の開発向上等に
関する措置

62

３

短時間勤務制度

62

４

短時間勤務制度が困難な場合の措置

66

１

申出に対する事業主の義務

32

５

小学校就学までの措置

66

２

労使協定による制限

32

６

ハラスメントの防止措置等

68

４．育児休業の期間
１

休業期間

２

両親ともに育児休業をする場合
（パパ・ママ育休プラス）の特例

３

申出の期限

４

労働者による育児休業開始予定日の

様

33
34
38

繰上げ又は終了予定日の繰下げ

40

期間の終了・申出の撤回等

43

妻の職場復帰等の
タイミングで
再取得が可能に

里帰りから戻る
タイミングで再取得

20

53

25

５

１年間

産休
休

ならし保育等の
ために
再取得が可能に

所定外労働の制限

育児休業の申出の概要

３．事業主の義務
育児休業

１

１

５

１年間

８週間

６．労働の制限
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育児休業

８週間
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Ⅱ 介護休業

産休

父

モデル②
必要に応じて
取得するケース

育児休業の対象者

４

現行の育児休業制度

モデル①
夫婦交代で
取得するケース

１

⑴

育児休業の分割により実現できる働き方・休み方（イメージ）

母

５．子の看護休暇制度

２．育児休業の申出

◎賞与保険料については、連続して１か月超の育休取得者に限り免除対象とします。

出産後８週間以内に
育児休業取得した場合
の再取得（パパ休暇）

１．育児休業の対象となる労働者

Ⅱ 介護休業

◎そこで、育休開始日の属する月については、
「その月の末日が育休期間中である場合」に加え
て、
「その月中に一定以上（２週間）育休を取得した場合」も保険料の免除対象とします。

Q&A

⑵

◎また、賞与保険料については、実際の賞与の支払に応じて保険料が賦課されているにも関わ
らず、賞与の支払を受けている場合にも全額免除されているため、賞与月に育休の取得が多
いといった偏りが生じている可能性があります。

⑴育児休業

Ⅰ 育児休業

◎現行制度では、月末時点で育児休業を取得している場合には、当月の保険料が免除される一
方、月途中に短期間の育児休業を取得した場合には、保険料が免除されません。特に男性に
ついては育休取得期間が１か月未満という短期間の取得が約８割となっており、不公平の影
響が大きいと考えられます。

Ⅰ 育児休業

⑴

３ 月
 末時点の育休取得を要件とする保険料免除の規
定変更

Ⅰ 育児休業

２ 有期雇用労働者の育児休業・介護休業取得を推進

１. 育児休業の対象となる労働者

１. 育児休業の対象となる労働者
⃝育児休業とは、子を養育するためにする休業のことです。
⃝育児休業の対象となる労働者は、
原則として１歳に満たない子を養育する男女の労働者です。
⃝養子縁組の関係にある子についても、育児休業の対象となります。

⑵上記⑴の②の要件を満たさないケースは次の

⑶上記⑴の①②に該当するか否かにかかわらず、

ア、イのいずれかです。ただし、雇用の継続の

労働契約の形式上期間を定めて雇用されている

見込みに関する言動、同様の地位にあるほかの

者であっても、当該契約が期間の定めのない契

労働者の状況、当該労働者の過去の契約の更新

約と実質的に異ならない状態となっている場合

状況等の実態を見て判断する必要があります。

には、育児休業の対象となります。

ア）書面又は口頭で労働契約の更新回数の上限

※１ 育児休業申出の直前の１年間について、勤務の実態
に即し雇用関係が実質的に継続していることをいいま
す。契約期間が形式的に連続しているか否かにより判断
するものではありません。例えば、年末年始や週休日を
空けて労働契約が結ばれている場合や、前の契約終了時
にすでに次の契約が結ばれている場合は、
雇用関係は「実
質的に継続している」と判断されます。
※２ 育児休業の申出があった時点で労働契約の期間満了や
更新がないことが確実であるか否かによって判断されます。
※３ ２歳までの育児休業の延長を申し出る場合（33頁「Q
１」参照）には、
「子が２歳になる日の前日（２歳に達す
る日）までに、労働契約の期日が満了しており、かつ、契
約が更新されないことが明らかでないこと」となります。

が明示されており、その上限まで契約が更新
された場合の労働契約の期間の末日が、子が
１歳６か月になる日の前日までの間である
（⇒例１）

１ 育児休業の対象者

Q1

イ）書面又は口頭で労働契約の更新をしない旨
が明示されており、申出時点で締結している
労働契約の期間の末日が、子が１歳６か月に

どのような人が育児休業をすることができますか？

なる日の前日までの間である（⇒例２）
（例１）

⑴
「育児休業」とは、
子を養育するための休業です。
養育とは、同居し監護する（面倒をみる）こと

⑶日々雇い入れられる者は除かれます。
⑷対象となる子の年齢は、両親ともに育児休業を

です。

雇入れ

2回更新までの
１年契約

利用する場合は１歳２か月まで、保育所に入所

⑵育児休業をできるのは、原則として１歳に満た

対象となる「子」の範囲はどうなっていますか？

雇入れ

③当該労働者を養子縁組里親として委託するこ

でも育児休業をすることができます。

とが適当と認められるにもかかわらず、実親

⑵次の関係にある子についても対象となります。

等の反対により、当該労働者を養育里親とし

①特別養子縁組のため試験的に養育している子

て委託された子を養育する場合

申出

誕生

１歳

１か月

１年

有期契約労働者）は、次のいずれにも該当すれ

いること

②子が１歳６か月になる日の前日までに、労働

ば育児休業をすることができます。

契約の期間が満了しており、かつ、契約が更

①同一の事業主に引き続き１年以上雇用されて

新されないことが明らかでないこと
22

※２※３

更新されない
ことが明らか

事業主は育児休業の申出を拒むことができますか？
な理由（３.「Ｑ１」参照）があると認めら

申出を拒むことはできません。

※１

１歳６か月

３年契約

⑴事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の

有期雇用労働者も育児休業をすることができますか？

⑴有期雇用労働者（期間を定めて雇用される者、

更新されない
ことが明らか

３ 育児休業の対象とならない場合

Q4

２ 有期雇用労働者

Q3

１年

②養子縁組里親に委託されて養育している子

ば、実子、養子を問わず、父親、母親のいずれ

１歳６か月

１年契約
１か月

１年以上

⑴労働者と法律上の親子関係がある「子」であれ

１歳

で、
期間が延長されます
（４.「Ｑ１」
「Ｑ３」
参照）
。
（例２）

Q2

誕生

１年契約
１年以上

できないなどの場合は１歳６か月
（又は２歳）ま

ない子を養育する男女の従業員（労働者）です。

申出

れる労働者

⑵ただし、次のような労働者について、育児休業

⑶これらの規定は、労使協定を締結した場合に育

ができないとする労使協定があるときは、事業

児休業の対象から除外できる者の範囲の最大限

主は育児休業の申出を拒むことができます。

度を示しています。したがって、より狭い範囲

①その事業主に継続して雇用された期間が１年

の者だけを除外することは可能ですが、逆によ

に満たない労働者

り広い範囲の者を除外することはできません。

②その他育児休業をすることができない合理的
23

Ⅰ

育児休業

参考

⑴育児休業Ｑ＆Ａ

２. 育児休業の申出

育児休業における有期雇用労働者について

⃝有期雇用労働者（期間を定めて雇用される者、有期契約労働者）は、育児休業等に係る取扱いについ
て、ほかの労働者と以下の表のように異なります。

⃝法律が定める育児休業は、労働者の事業主に対する申出を要件としています。

労働者
（有期雇用労働者及び日々雇い
入れられる者若しくは労使協定
により除外される者を除く）
・育児休業

原則取得できる。

⃝育児休業の申出は、特別の事情がない限り１人の子につき１回です。
有期雇用労働者
申出時点において、次のいずれにも該当す
れば取得できる。
①同一の事業主に引き続き１年以上雇用さ
れていること
②子が１歳６か月（又は２歳）になる日の
前日までに、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
明らかでないこと

（１.「Ｑ３」参照）

・育児休業の終了予定日前に労
働契約の期間が満了する場合
に、再度、育児休業の申出

現在締結されている労働契約期間の末日ま
で休業した後、労働契約の更新に伴って更
新後の労働契約期間の初日を育児休業開始
予定日とする申出をする場合は、再度の申
出をすることができる。
その際、１か月前までに申出がなかった場
合でも、事業主は開始日の指定をすること
はできず、労働者は申出どおりの日から休
業を開始できる。

（４.「Ｑ５」参照）

－

・子の看護休暇
・所定外労働の制限
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・所定労働時間の短縮等の措置

原則取得できる（受けられる）。

・育児休業給付

１歳
（一定の場合は最長２歳）
に満たない子を養育するために
育児休業を取得する雇用保険の
被保険者で、賃金支払基礎日数
が11日以上ある完全月が12か
月以上ある人が支給対象。

原則取得できる（受けられる）。
育児休業や介護休業と異なり、適用につい
て、別途の要件を課されていない。
（５.
 「Ｑ４」、６.「Ｑ２」「Ｑ８」「Ｑ13」
、
７.「Ｑ４」参照）
左の条件にくわえて、①休業開始時におい
て同一事業主の下で１年以上雇用が継続し
ており、かつ、②子が１歳６か月までの間
にその労働契約（労働契約が更新される場
合にあっては、更新後のもの）が満了する
ことが明らかでないことが必要。

（⑵・１．「Ｑ２」参照）

パートタイマーは対象外？

「労使協定」とは？

パートタイマー等の名称で働いていたり、１

「労使協定」とは、事業所の労働者の過半数

日の労働時間が通常より短い労働者であって

で組織する労働組合があるときはその労働組

も、期間の定めのない労働契約によって働いて

合、事業所の労働者の過半数で組織する労働組

いる場合は、法律にもとづく育児休業及び介護

合がないときはその労働者の過半数を代表する

休業の対象となります。

者との書面による協定のことをいいます。

24

⃝事業主は、育児休業申出がされたときは、休業の期間等を労働者に速やかに通知します。

１ 育児休業の申出の概要

Q1

育児休業をするとき、労働者は手続が必要ですか？

⑴法律が定める育児休業は、労働者の事業主に対

開始予定日及び終了予定日等を労働者に速やか

する申出を要件としています。

に通知しなければなりません。

⑵申出は、一定の時期に一定の方法によって行い

⑷なお、育児休業は、あらかじめ制度が導入さ

ます（「Q３」参照）。

れ、就業規則などに記載されるべきものである

⑶事業主は、育児休業の申出がなされたときは、

Q2

ことに留意してください。

育児休業は何回申し出ることができますか？

⑴申出は、特別の事情（
「Ｑ６」参照）がない限

⑵ただし、子の出生後８週間以内の期間内に取得

り１人の子につき１回であり、申し出ることの

した最初の育児休業（パパ休暇）については、

できる休業は連続したひとまとまりの期間の休

特別な事情がなくても再度の取得が可能です

業です。

（「Ｑ７」参照）。

２ 育児休業申出書の提出

Q3

労働者はどのような事項を申し出ることが必要ですか？

⑴育児休業の申出は、法令が定める次の事項を事

③申出に係る子の氏名、生年月日及び労働者と

業主に提出して行わなければなりません。事業

の続柄等（出生前の場合は、出産予定者の氏

主が適当と認める場合には、ファックス又は電

名、出産予定日及び労働者との続柄）※２

子メール等※１によることも可能です。

④休業を開始しようとする日（育児休業開始予

①申出の年月日

定日）及び休業を終了しようとする日（育児

②労働者の氏名

休業終了予定日）
25

Ⅰ

育児休業

⑴育児休業Ｑ＆Ａ

２. 育児休業の申出

⑤申出に係る子以外に１歳未満の子を有する場

を指定する場合は、その申出が許される事実

合には、その子の氏名、生年月日及び労働者

⑪育児休業申出を撤回した後に、特別の事情が

との続柄

※２

あり、再度育児休業を申し出る場合は、その

⑥申出に係る子が養子である場合には、養子縁

申出が許される事実

組の効力発生日

する日の翌日以後の育児休業をする場合には、

業開始日までの期間が短い申出の場合又は一

労働者の育児休業の開始予定日が、配偶者が

度撤回した後に再度の申出を行う場合には、

している育児休業期間の初日以後である事実

それぞれの申出が許される事情

⑵事業主は、社内の規定により、上記事項を盛り

⑧１歳までの育児休業をしている労働者が、１

込んだ「育児休業申出書」と申出方法を定めま

歳６か月まで又は２歳までの育児休業の申出

す。

を行う場合には、申出が許される事情

※１ 電子メール等による場合は、労働者及び事業主が送
信する情報を出力することにより書面を作成できるもの
に限ります。また、
「電子メール等」の「等」には、例えば、
イントラネット（企業内ＬＡＮ）を利用した申出が含ま
れます。
※２ ③と⑤については、特別養子縁組の成立について家
庭裁判所に請求した場合、養子縁組里親として委託され
た場合又は特別養子縁組の請求等の場合には、その事実
を事業主に申し出なくてはなりません。

⑨配偶者が１歳までの育児休業をしている労働
者が、１歳６か月まで又は２歳までの育児休
業の申出を行う場合には、配偶者が育児休業
をしていること及び申出が許される事情
⑩特別の事情（「Ｑ６」
参照）
があり、休業を開始
しようとする日の１週間前に育児休業開始日

事業主は申出に対し、書類等を求めることができますか？

⑴事業主は、労働者に対して申出に係る子の出生

届受理証明書

等を証明することができる書類の提出を求める

⑤特別養子縁組の監護期間にあること：事件が

ことができます。

係属している家庭裁判所等が発行する事件係
属証明書

⑵上記⑴の「証明することができる書類」として

⑥養子縁組里親に委託されていること：委託措

利用可能な書類の例は、それぞれの証明すべき
事実に応じ以下のとおりです。

置決定通知書

①妊娠の事実：医師が交付する診断書

⑦養育里親であること：児童相談所長が発行す

②出生の事実：官公署が発行する出生届受理証

る証明書

明書

⑶上記⑴の書類について、労働契約の更新に伴っ

③出産予定日の事実：医師が交付する診断書

て申出をする場合には、再度の書類の提出を求

④養子縁組の事実：官公署が発行する養子縁組

めることはできません。

Q5
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⑫パパ・ママ育休プラスの特例により１歳に達

⑦一度休業した後に再度の申出を行う場合、休

Q4

■育児休業申出書

有期雇用労働者の労働契約更新時は再度の申出が必要ですか？

⑴有期雇用労働者が育児休業をする場合、現在の

úxkËĽ}Ǹ


     人事部長
    ̀
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ę&ĚÞ£Å¿

令和３年1月16日

ęȐĚń(ƪƩ°

⑵有期雇用労働者が労働契約の更新に伴って申出

契約更新後の初日を育児休業開始予定日とする

をする場合に必要な事項は「Ｑ３」の⑴の①②

申出をする場合は、再度の申出をすることがで

④のみです。
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労働契約期間の末日まで休業したあと、次回の
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育児休業

⑴育児休業Ｑ＆Ａ

２. 育児休業の申出

３ 再度の育児休業の申出ができる特別な事情

■育児休業対象児出生届
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     人事部長
     ̀

育児休業の申出を再度行うことはできますか？

tŪ]

⑴申出の回数は、特別の事情がない限り１人の子

③配偶者が死亡したとき

につき１回です（「Ｑ２」参照）。
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Еúx]"ЖkËĽ}ȼŒɕ

権利を行使できます。なお、申請の場合は相手


「休業」とは？

     総務部長
    ̀

方の承認がなければ権利を行使できません。

休業は、労働契約があり、労働者から労務提

ИĽ}¿Й 令和３
   £ 6 Å 2
子が１歳になる日はいつ？

供がされていない状態とされており、いわば休

ИĽ}ùЙ²ɖ 営業課
ȿǈ 原田 薫

暇の連続となります。労働者に雇用継続の意思


¿

法律上、年齢到達日は誕生日の前日の午後

εF(úx]"kËñEē: þęƹ ĻHƹ
ĻĚEǪA(令和３
   £ 3 Å 1 ¿E
があることが重要です。
12時です。例えば、4月15日生まれの場合、1
ü?Еúx]"ЖkËĽ} ȼŒ8J:)

「申出」
「申請」とは？


申出は、何らかの権利を有する人が権利の確


認のためにする行為で、内容が適正ならば必ず





歳となる日は翌年の4月14日（午後12時）と

④配偶者がけがや病気、又は障害により子の養

⑵次のような「特別の事情」がある場合、一度休

育が困難な状態となったとき

業した後に再度の申出を行うことができます。

⑤婚姻の解消その他の事情により配偶者が子と

①産前産後休業又は新たな育児休業の開始によ

同居しないこととなったとき

り育児休業期間が終了した場合で、後から生

⑥申出に係る子がけがや病気、又は障害※１ に

まれた子が死亡したとき又は他人の養子にな

より、２週間以上の期間にわたり世話を必要

ったこと等の理由により労働者と同居しなく

とする状態になったとき

なったとき（新たな育児休業の対象となった

⑦保育所等における保育の利用を希望し、申込

子が特別養子縁組の請求等の場合にあたると

みを行っているが、当面その実施が行われな

きは、その特別養子縁組の申立が成立しなか

いとき※２

った場合又は養子縁組が成立することなく里

※１ けが又は病気にかかり、治った後障害が残った場合
を含みます。なお、通常の生育過程において日常生活上
必要な便宜を供与する必要がある場合は該当しません。
※２ 当初入所を予定していた保育所等に入れない場合な
どが考えられます。なお「保育所等」とは、児童福祉法
に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する認定こ
ども園及び児童福祉法に規定する家庭的保育事業等をい
います。無認可保育施設は含みません。

親委託が解除された場合（以下「特別養子縁
組の不成立等の場合」）を含む）
②介護休業の開始により育児休業期間が終了し
た場合で、介護休業の対象となった家族が死
亡したとき又は対象家族との親族関係が消滅
したとき（離婚、婚姻の取消、離縁等）

４出
 生後８週間以内の育児休業と再度の取得（パパ休暇）

Q7

最初の休業が「出生後８週間以内」であればその後育児休業を
再度取得できますか？

なります。この時刻までは1歳に満たないこと
となります。同様に、10月14日午後12時に1
歳6か月となります。

⑴子の出生後８週間以内の期間にされた最初の育

３月25日に子が出生した場合→特例期間は、３

児休業は、特別の事情がなくても再度の取得が

月25日から５月27日まで。同様に、４月８日に

可能です。この特例を「パパ休暇」といいます。

子が出生した場合→特例期間は４月１日から６

⑵パパ休暇の対象となる、
「Ｑ２」の⑵の「出生

 

月３日となります。

後８週間以内の期間」とは、原則として出生日

⑷パパ休暇の対象となるためには、出生後８週間

から８週間後までの間となりますが、①出産予

以内に育児休業が終了していることが必要で

定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産

す。また、産後休業を取得した労働者には、こ

予定日の８週間後まで、②出産予定日後に子が

の特例は適用されません。ただし、例えば養子

生まれた場合は、出産予定日から出生日の８週

縁組をした場合など、法律の要件を満たす場合

間後まで、となります。

には、女性であっても当然に対象となります。

⑶例えば、４月１日が出産予定日である場合に、
28
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育児休業

Q8

⑴育児休業Ｑ＆Ａ

２. 育児休業の申出

パパ休暇の対象について教えてください。

⑴出産後８週間以内にされた最初の育児休業など

⑶また、パパ休暇は、労働基準法の産後休暇の対

一定のもの（パパ休暇）については、育児休業

象とならない男性の育児休業取得を促進するた

をしたことがあるものに含めません。

めに設けられたものですが、例えば養子縁組を

⑵パパ休暇の対象となるためには、
「Ｑ７」の⑴

した場合など、法律の要件を満たす場合には、

の期間内に育児休業を終了している必要があり

女性であっても対象になります。

ます。

申出を受けた事業主はどのような対応が必要ですか？

⑴事業主は、育児休業の申出がされたときは、法
令で定める次の事項を労働者に速やかに

※１

Еúx]"ЖkË³ŨêǸ

        友野
   聖子
   ̀

  £ 3 Å14
 ¿
令和３
    lìǈ飯田食品販売株式会社

通

ほか、労働者が希望する場合には、ファックス

事業主の承諾等を要せずして休業できるもので

又は電子メールによることも可能です

% kËÇ
Ēñ


ます。
⑶育児休業は、労働者が適正に申し出ることで、

※２

+D0O 令和３
   £ 3 Å10
 ¿EЕúx]"ЖkËЕĽ}]ÇĒǬƒĽ}]Ľ}ȼŒЖ
1+PJ8)úx]"kËñEē: þęƹ Ļ(ƹ Ļ(ƹ Ļ(ƹ Ļ(ƹ ĻHƹ
ĻĚEǪA(=³, _ƭ/PŨê8J:ę>8(ÇĒǬƒĽ}1+?EF_
ƭǛťМǬƒ1+PªJ:)Ě)

ƭ

項を盛り込んだ「育児休業取扱通知書」を定め

知しなければなりません。通知は、書面による
。

あり、この通知がされなかったとしても、適正

①育児休業申出を受けた旨

に申出を行った労働者は育児休業ができます。

②育児休業開始予定日（事業主が育児休業開始

※１ 「速やかに」とは、原則として労働者が育児休業申
出をした時点からおおむね２週間以内をいいます。ただ
し、申出日から開始予定日までの期間が２週間に満たな
い場合は、育児休業開始予定日までに通知をすることが
必要です。
※２ 電子メールによる場合は、労働者が記録を出力する
ことにより書面を作成できるものに限ります。
※３ 経営困難、事業繁忙等の理由で拒むことはできません。

予定日として指定する場合は、当該事業主の
指定する日）及び育児休業終了予定日
③育児休業申出を拒む場合※３ には、その旨及
びその理由
⑵事業主は、社内の規定により、法令が求める事

Q10
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５ 事業主の対応

Q9

■育児休業取扱通知書

& kËÇĒ
b³,
ñ


Ņ kËĺ
tĻī


法律よりも労働者に有利な条件を設定することはできますか？

⑴育児休業に関し、育児・介護休業法に示された

養育期間を休業の対象とすることなど）
。

ものより労働者に有利な条件を設定すること

⑵逆に、育児休業の対象となる労働者の範囲を法

は、労働者の福祉の増進を目的とする法律の趣

律で示された範囲より狭くすること、申出の手

旨からも当然許されます。したがって、各事業

続についてこの法律の規定より厳しい条件を設

所において１回を超える申出を可能とする範囲

けること、例えば、３か月前の申出を要件とす

を広くすること、育児休業の対象となる労働者

ることや、承認されなければ休業できないこと

の範囲をこの法律で示された範囲よりも広く定

等は許されず、このような定めをした就業規則

めることは自由です（例えば、３歳未満の子の

の当該部分は無効と解されます。
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