
そんなことありません！
あらかじめ認定に向けた取り組みをしていれば、
決して手の届かないものではありませんよ！

男性の育児休業を促進して

くるみん認定を取得しましょう！

男性の育児休業が最大の難関！
しっかり対策をして、くるみん認定の取得を目指しましょう！

くるみん認定を取得したい！

だけど、男性の育休を促進していかないといけないし、
他にも色々とハードルが高いなぁ･･･

事業主の皆様へ

◎行動計画を適切に策定し外部公表、労働者に周知

◎計画を実施し目標達成！

◎育児休業取得率は女性75％以上、男性７％以上！

◎育児短時間勤務等や「所定外」労働の制限等を小
学校就学前まで利用可に

◎働き方の見直しを実施。
残業は各月45時間以下、月平均60時間以下に！

認定基準

１～４

認定基準

5～６

認定基準

７

認定基準

８～９

Point！
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行動計画の外部に公表、労働者へ周知した「実施日」が確認可能な書類も必要です！

行動計画を変更する場合は、変更前の公表・周知の実施日がわかるものを保存してください！

法定水準 所定外労働の制限（育介法第16条の８） 時間外労働の制限（育介法第17条）

内容
対象者が請求した場合に、所定労働時間を
超えて労働させてはならない

対象者が請求した場合、１月24時間、１年150時間
を超えて労働時間を延長してはならない。

対象者 ３歳に満たない子を養育する労働者 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

認定基準を満たすのは ｢時間外労働の制限｣ ではなく ｢所定外労働の制限｣ です！

（※）変形労働時間制等は除きます。また、36協定を締結し、労働基準監督署に届出をしないと時間外労働をさせることはできません。

行動計画を適切に策定、外部公表、労働者に周知
計画を実施し、目標を達成

認定基準

１～４

Point ①Point１

＜実施日が確認可能な書類の例＞

・両立支援のひろばで公表 ⇒ 更新日が記載されているページを印刷
・社内掲示板により周知 ⇒ 掲示板を日付が出るカメラで撮影

計画期間前に既に実施済の目標は、審査対象外です！

既に実施済でも、内容を拡充するような目標であれば審査対象になります。

審査対象外の目標がある＝目標未達成 とはならず、他の目標の達成状況で判断します！

＜審査対象外になる例＞ 「ノー残業デイの実施」を目標にしているが、計画期間前から実施済である。

＜審査対象になる例＞ 計画期間前からノー残業デイを月１回実施。目標を 「計画期間中は、

ノー残業デイを 週１回実施」 に拡充。

所定内労働（休憩12:00～13:00） 所定外労働 時間外労働
9:00 17:00 18:00

※所定外労働と時間外労働を混同しているケースが多いため、ご注意ください。

・労働者が働くこととなっている時間以上に働く ⇒

・１日８時間、１週間40時間を超える時間 ⇒ 法定上の （※）

所定外労働

時間外労働

育児短時間勤務等や「所定外」労働の制限等を
小学校就学前まで利用可に

認定基準

７

抽象的すぎる目標は達成の判断が困難になります！目標は具体的に！

＜悪い例＞ 所定外労働の削減のための取組をする ⇒ 「何をもって達成したと判断するのか」が曖昧に
なり、対策の実施状況次第では目標未達成と判断する可能性があります。

＜良い例＞ 所定外労働を平均○時間以下にする ⇒ 具体的な数値目標がある方が達成の判断は
容易になります。
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Point ①Point２

Point ①Point３

所定労働時間が
1日7時間の場合



◎職場が育児休業を取得しにくい
雰囲気がある

◎業務が繁忙で人手不足

◎自分しかできない仕事がある

◎休業中は無給になるけど、家計収入
は減らしたくない

◎育休は女性がするものだ。育児休業
を取得する意識がない

男性は７％、女性は75％育児休業を取得

把握してますか？
男性が育児休業を取らない理由

こうした理由が背景にある場合、改善策を講じない限り育児
休業取得率の改善は困難といえるでしょう。
社内ニーズを踏まえた対策を考え、実行していきましょう！

項目

企業規模

H28.4.1から
H29.3.31の間に出産
（男性の場合、配偶者
が出産）した労働者
（人）

うち、H29.7.31までに
育児休業を開始した
労働者 （人）

育児休業取得率
（％）

男 女 男 女 男 女

50人未満 124 67 5 64 4.0 95.5

50～99人 122 56 3 53 2.5 94.6

100～299人 332 222 10 215 3.0 96.8

300人以上 330 202 3 202 0.9 100.0

合計 908 547 21 534 2.3 97.6

男 女

１週間以内 10 ０

１週間～２週間 4 ２

２週間～１か月 3 ２

１か月超～半年 2 27

半年超～１歳 2 397

１歳超～１歳半 0 66

１歳半超～２歳 0 32

２歳超～３歳 0 8

合計 21 534

●育児休業の取得状況 ●取得期間別内訳（人）

（出典：岐阜県「平成29年度岐阜県育児休業等実態調査」より）

※ 休業期間は長期でなくてもＯＫです！
※ 期間中に男性の育児休業者がいなくても300人以下の企業の場合は ｢１歳以上の子の看護休暇｣
｢育児短時間勤務｣ ｢計画前３年以内含め男性育休取得７％｣ ｢育児目的休暇取得｣ でもＯＫ！

(１)男性の育児休業取得率が７％以上であること。

(２)「育児休業等を取得した者の数＋育児目的休暇利用者」が１５％
以上かつ、育児休業者が１人以上いること。

(１)、(２) のいずれかを満たすこと！

認定基準

５～６

Point ①認定基準は・・・

Point ①岐阜県の現状は・・・

職場の問題 本人の問題
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働き方改革で、育児休業を取得しやすい職場へ！「職場の問題」の対策

職場内にこんな管理職や、同僚はいませんか？

父親の家族への責任は稼ぐこと。
育児は母親の役目だろ。

人手不足なのに育休を
取得されると職場はパンクする。

男が育休なんて
必要ないだろ。

他の人ではできない仕事を
やってもらっているから、
育休取得は困ってしまう。

＜意識に関する問題＞ ＜人手不足・業務調整に関する問題＞

・管理職向け研修等で、部下の育休取得
に関する理解促進のためのプログラム実施

・「性別役割分担意識の解消」「ワーク・
ライフ・バランス」 等に関する外部セミナー
参加を奨励

対策例

・代替要員確保、業務引き継ぎの円滑化

・業務そのものの見直し
（不要業務の削減、業務分担の適正化、
マニュアル化等による効率化、など）

・両立支援助成金の活用（※p8参照）

対策例

男性の育児休業取得促進の取組が働き方改革に！

知っていますか？ 男性の育児休業のメリット

◎仕事の進め方を見直すきっかけに！
・業務引継時に、業務の棚卸し・見える化を実施し、「本当に必要な業務」がわかる！

・業務マニュアル作成等で、業務属人化も排除！

◎会社に対し満足度・帰属意識が向上！
・男性の育児休業取得者からは
「会社への好感度が強まった」 17.1％、 「会社への帰属意識が強まった」 14.3％ (※)

（※）出典：内閣府経済社会総合研究所「男性の育児休業取得が働き方、家事・育児参画、夫婦関係等に与える影響」

◎男性の育児参加への理解が深まり、職場の雰囲気が良くなる！

「イクメンプロジェクト」のＷＥＢサイトに、「管理職向け」
「従業員向け」「中小企業向け」それぞれの社内研修用資
料の資料が揃っています。 是非ご活用ください！

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/4

http://3.bp.blogspot.com/-VysHbyhfqX0/WFo-9Taw_uI/AAAAAAABAjM/ybVoZuiylmM98QpKBDZR11MczA_DUGPJQCLcB/s800/kotoba_bouryoku_business_mm.png
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/


１

２

コミュニケーションが活発になる。家事
育児だけでなく、家計も二人で担うこ
とで、経済的不安が軽減。

３

会社からの働きかけにより、育休取得をサポートしよう！「本人の問題」の対策

項目 育児休業前 育児休業中

給与 230,000 154,100

社会保険料 30,000 0

雇用保険料 1,200 0

所得税 5000 0

住民税 15,000 15,000

手取り 178,800 139,100

●収入のイメージ

◎育児休業給付は休業開始～半年
経過までは賃金月額の67％支給です。

◎育児休業給付は非課税のため、所得
税はかかりません。（翌年度の住民税
算定額にも含まれません）

◎育児休業中は社会保険料は免除に
なります。給与がなければ、雇用保険料
も発生しません。

結果
手取り賃金で休業前の
収入と比較し、

約8割程度が

支給されます！

その差は

2億2700万円

妻の生涯所得に
大きな違い ！

出典：内閣府「平成17年国民生活白書」

収入を減らしたくない人は手取り収入で比較して考えよう！

「取得しにくい」意識面を変えるよう働きかけましょう！

職場に男で育休取得者がいない ⇒

評価が下がるかも ⇒

異動させられるかも ⇒

職場に迷惑をかける ⇒

賃金差を考えたら、妻だけが取れば済む ⇒

妻は専業主婦だから ⇒

＜育児休業取得を阻む、心のハードル＞

一番大切なのは「育休を取る」と決めること。
決めてしまえば、心のハードルはポジティブな発想で必ず越えられます。

「育休なんて取るの？」 はハラスメントです！
「育休はいつ取るの？」 と聞いて、職場全体で育休取得の後押しをして
あげましょう！
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フロントランナーになれば、後輩たちにつながるかも！

評価や賞与の基準を確認して、上司と相談しよう！

復帰後は意欲的に、仕事に取り組むと伝えよう！

職場の迷惑減のため、数ヶ月前から対策を考えよう！

育児家事スキルを上げれば、妻はもっと活躍できる！

父親として、今しかできない体験をしよう！

＜育児休業取得者本人の意識啓発＞

育休取得検討中
の労働者

職場の皆さん

育休の取得をためらう場合は育休のメリットを伝えよう！

就業継続した場合（大卒平均）

出産退職後、子どもが6歳で、パート・アルバイトとして再就職した場合

2億7,645万円

4,913万円

妻が就労を継続すると・・・

※雇用保険の受給要件を満たす事
が必要です。

育児不安、ストレスの軽減などに好
影響。就労継続、昇進意欲、社会
復帰への意欲の維持。

育児休業の取得による父親の
育児参加により、父親への親近
感が増加。

子ども目線 配偶者目線 夫婦関係



＜目標＞

ノー残業デーを導入
し、平均の時間外
労働を○時間以下
にする

目標の数値が未達(○時間以下にならなかった) の
場合、認定基準３を満たさない。

行動計画期間

働き方の見直しを実施して残業一定基準まで削減！
認定基準

８～９

（１）フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が
各月４５時間未満であること。

⇒ 各月で平均を算出します（４月：○時間、5月△時間･･･）

（２）月平均の法定時間外労働６０時間以上の労働者がいないこと。

⇒ 労働者ごとに年間の平均を算出します。（Ａ氏：年間○時間、Ｂ氏：年間△時間･･･）

H27年
10月1日

計画期間の終了日の属する事業年度で計算します！

行動計画期間が 平成27年10月１日～平成29年９月30日、
事業年度が ４月１日～翌年３月31日 の場合

認定基準３（行動計画の目標達成）と異なり、認定基準９では具体的な目標を定めて実施して
いれば認定基準を満たします。
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Point ①認定基準９

・ノー残業デー等の導入、
拡充

・フレックスタイム制や変形
労働時間制の活用
等

所定外労働の削減1

・年次有給休暇の計画的
付与制度の導入

・年次有給休暇取得促進
計画の策定 等

年次有給休暇取得
促進２

・短時間正社員制度の導入、テレワーク
制度の導入

・固定的な性別役割分担意識是正のため
の取組（研修、会議等にて啓発等） 等

短時間正社員制度、在宅勤務、
テレワークその他働き方の見直しに
資する労働条件の整備

３

以下の ～ のうち、最低一つ具体的な目標を定めて実施しましょう！1 ３

Point！ 上記 ～ は必ずしも「行動計画の目標」にする必要はありません！1 ３

行動計画の目標に
定めた場合

目標の数値が未達(○時間以下にならなかった) の
場合でも、措置を講じていれば（ノー残業デー
を導入していれば）、認定基準９を満たす。

Point ①認定基準８ 時間外労働について、次の(１) (２) のいずれも満たしましょう！

行動計画とは別の
目標に定めた場合

Point！

H29年
９月30日

H29年
４月1日

事業年度

H30年
３月31日

H28年
４月1日

事業年度

時間外労働
の計算をす
る事業年度

申請
期間



認定企業の取組事例のご紹介（平成29年度認定企業より抜粋）

○育児休業者及び復帰者へのヒアリングを実施
（１）休業中及び復帰後の不安材料を洗い出し、各部署へ情報提供
（２）電話による個別相談対応を実施
（３）休業中のブランクによる復帰不安が多いことから、

希望者に休業中の就労を認めることとした。

○年次有給休暇の取得促進
（１）社員及び嘱託を対象に計画年休（ときめき休暇）制度を導入。
（２）入社時に５日間の年次有給休暇を付与している。

②Ｂ社 所 在 地：多治見市
業 種 ：遊技業

○働きやすい環境づくりのための取組
（１）年次有給休暇の取得の促進のため、土日に続けて１～２日の

休暇を取得することを奨励している。
（２）社員の働きやすい環境を社員自らが作る場として

『くるみん委員会』を立ち上げ、従業員の声を反映させた
労働環境の改善に努めている。

○育児のための各種制度の整備や復職支援
（１）社内報、ポスターにより育児関係制度の取得の呼びかけ

育児に関する相談窓口を設置し、制度利用を促進。
（２）女性管理職育成のため、各店舗から女性社員を集めて

『メイキングリーダープロジェクト』を発足。
仕事と子育ての両立のための意見交流会等を積極的に開催。

④Ｄ社 所 在 地：下呂市
業 種 ：診療所

○育児のための各種制度の整備や復職支援
（１）平成17年から、職員が利用できる院内託児所を運営。平成27年に

施設改築し、給食提供開始、保育内容の拡充を実施、下呂市の
「地域型保育事業」の認可を受け、広く子どもを受け入れている。

（２）院内託児所を利用している職員には、託児料の補助として手当を
支給し、職員の託児料負担が１万円を超えないようにしている。

（３）子が１歳に達するまで育児休業を分割して何回でも取得できる。

①Ａ社 所 在 地：岐阜市
業 種 ：小売業（調剤薬局）

③Ｃ社 所 在 地：中津川市
業 種 ：清掃業
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計画策定・変更についてのご相談

両立支援のひろば 「くるみん」認定企業の情報提供、両立診断による行動計画の提案

イクメンプロジェクト 男性の育児休業取得促進に関する情報、研修資料、イベント情報等

働き方・休み方改善ポータルサイト 労働時間等の状況診断、事例集など、労働時間の改善に役立つ情報

中小企業における育休復帰・経営支援のノウハウを有する専門家が、企業と従業員
双方にとってより良い環境づくりをお手伝いします。

育児プランナー（※）

労働時間や休日の見直しに関する相談や情報提供に関するコンサルティングを実施
します。

働き方・休み方改善
コンサルタント

仕事と育児の両立支援に関し、充実化させたい 両立支援等助成金

生産性向上のため設備投資等をして賃金を引き上げたい 業務改善助成金

所定外労働の削減及び短縮、年次有給休暇の取得促進など、労働時間等の
設定改善に取り組みたい

時間外労働等改善助成金

岐阜労働局雇用環境・均等室では、
「このままだと目標達成が難しいが、どうしたらいいか」、「現時点で認定基準を満たしているか確認したい」
などなど、くるみん認定に関する様々な問合せについて承っております。

岐阜労働局雇用環境・均等室
岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階 ℡ (058)245-1550

お問合せ先

行動計画の変更をする場合は、現行動計画が終了する前に必ず
「一般事業主行動計画変更届」を当室までご提出ください！
計画終了後に変更届の提出がされても、変更されたものとして対応ができません！

8 3012

注意

認定に向けた支援策など

くるみん認定を取得したら、より高い基準を満たした場合の認定である

「プラチナくるみん認定」を目指しましょう!!

１ ＷＥＢサイトの支援ツール活用

２ 個別支援

３ 助成金

※「育児プランナー」は外部委託事業のため、問合せ・申込先は各委託先となります。


