
もったいない！
くるみん認定に向けた取組によって、以前より労働環境は
良くなっているはず！もう一歩進んだ取組を実施すること
で、プラチナくるみん認定も現実となるはずです！

プラチナくるみん認定に向けて

男性の育児休業を促進しましょう！

プラチナくるみん認定を取得したいけど、
くるみん認定を取得した時もかなり大変だったし、
これ以上は無理かもしれないなぁ…

事業主の皆様へ

特例認定

基準５

特例認定

基準９

特例認定

基準10

特例認定

基準11

Point！

1

男性は13％以上育児休業を取得！

働き方の見直しを実施し、数値目標を達成！

出産した女性労働者の継続就業率90％以上

育児を行う女性の能力向上、キャリア形成支援
等を実施！

とても難しいと思われているプラチナくるみん認定ですが、
通常のくるみん認定と異なる点は上記４つのみです。
認定取得に向け一つずつ対策をすれば、決して不可能では
ありませんよ！



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

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！

◎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13％以上育児休業を取得！

課題③（※認定基準５～６）

把握してますか？
男性が育児休業を取らない理由

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 ｢子の看護休暇｣
｢育児短時間勤務｣ ｢計画前３年以内に男性が育休取得｣ ｢育児目的休暇取得｣ でもＯＫ！

(１)男性の育児休業取得率が13％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30％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！

特例認定

基準５

Point ①認定基準は・・・

Point ①岐阜県の現状は・・・

2

職場の問題 本人の問題



「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/

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！

・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）

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＞

3

・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 対策例

男性の育児休業取得促進の取組が働き方改革に！

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


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！

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
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【参考】イクボス10の実践 ～ まずはここから始めてみましょう！ ～

内閣府 カエル！ジャパン『「３つの心構え」と「10の実践」』 /  佐藤博樹・武石恵美子著「職場のワーク・ライフ・バランス」（日経文庫）

働き方の見直しを実施して数値目標を達成！
特例認定

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

5

Point！

以下の ～ の全ての措置を実施。 、 のうち、少なくともいずれか一方に
ついて 「定量的な目標」 を定めて実施し、その目標を達成しましょう！

1 ３ 1 ２

この数値目標は、実際に所定外労働削減や、年次有給休暇の取得促進に係る成果が期
待できるものである必要があります。

以下の例において、必須である数値目標は下線部ではなく、 赤字部分 です！

「定量的な目標」とは、成果にかかる数値目標をいいます。

＜所定外労働の削減に関する数値目標例＞

◎「ノー残業デー」を 週１回 実施し、年平均所定外労働時間を ○時間以下 とする。

＜年次有給休暇取得促進に関する数値目標例＞

◎年次有給休暇の計画的付与を 年５日 設定し、計画した日数を取得した従業員の割合を
○％以上 にする。

６
業務分担に偏りがないか常に見直し、特定の人が残業や深夜
業をおこなうようなことはない。

業務分担の適正化

７
担当業務だけでなく周辺の業務に関する知識を身につけている。

担当以外の業務を知る

８
上司と部下、部下同士で、日々のスケジュールを確認している。

スケジュール共有化

９
電話対応等にさえぎられず、担当業務に集中できる時間がある。

がんばるタイムの設定

10
仕事が早い人の業務の進め方を、職場内で共有している。

仕事効率化策の共有

１
会議の目的やゴールを示し、終了時間が守られている。

会議のムダ取り

２

職場内での作成資料の分量は適切である。

社内資料の削減

３
共有キャビネットは整理整頓され、必要なものがすぐに探せる。

書類の整理整頓

４
大きな仕事が終わった際には概要報告をまとめ、業務の手順
書は、他人が見てもわかるように作成している。

標準化・マニュアル化

５
上司は部下の日々の労働時間を把握し、負荷が集中している
部下のサポートをしている。

労働時間を適切管理



※①or②を満たせない場合でも、労働者300人以下の場合は計画期間＋最長３年を合わせて計算
することも可能！

＜女性労働者向けの例＞

◎仕事と子育ての両立しながらキャリア形成を支援する研修（※要ポジティブ・アクション）

＜管理職向けの例＞

◎女性労働者の育成に関する管理職研修

支援ツールを活用し、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の
策定をしてみましょう！

◎Positive Action（WEBサイト）

他社の取組事例、女性の活躍推進状況診断

◎女性活躍推進アドバイザー

状況把握や、課題分析、達成すべき目標設定などについて、
個別にきめ細やかなアドバイスを実施します。

出産した女性労働者の継続就業率90％以上！
特例認定

基準10

◎ 復帰後のヒアリングにより就労状況、両立状況の確認

◎ 職場内に「仕事と子育ての両立」に関して啓発する取組の実施（研修など）

◎育児介護規程の改訂より柔軟に制度が利用できるようにする

など、復帰者が継続就業がしやすい労働環境にする取組を実施しましょう！

？

育児を行う女性の能力向上、キャリア形成支援等を実施
特例認定

基準11

6

計画期間の開始日から終了
日の１年前までの間に出産し
た者の数（出産日に在職している
者に限る）

子の１歳誕生日まで継続して
在職している者の数

≧ 90%

１ ２

計画期間の開始日から終了日の１年前までの間の
出産した者の数(出産日に在職している者のみ)

出産予定であったが退職した者の数

子の１歳誕生日まで継続して
在職している者の数

≧ 55%

または

の合計

Point！ 継続就業率が低い場合、育休は取得できても

「仕事と子育ての両立」が難しい労働環境である可能性があります！

Point ①何をやったらいいかわからない場合は・・・

http://www.irasutoya.com/2015/02/blog-post_248.html
http://1.bp.blogspot.com/-LHowbq0ZoNY/VcMlVYhOVgI/AAAAAAAAwZ4/mgMtHMx5fcM/s800/fukidashi_taisyoku_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-3PkzNl0GQX4/VRUSdrgqU3I/AAAAAAAAsro/61qc0nOsGJY/s800/business_taisyoku_todoke.png


【行動計画期間】

平成２５年１１月１日～平成２７年１０月３１日

【行動計画目標】

目標１：継続した男性職員の育児休業取得促進

目標２：年次有給休暇の取得促進

【行動計画取組状況】

・ 平成２５年度には２日間で集中的に各事業所の男性職員に向けて、
父親のワーク・ライフ・バランスについてDVD鑑賞及び研修会を実施した。

・ 平成２６年度にも男性職員の育児休暇取得向上のための説明会及び女性職員
の育休後の職場復帰についての意見交換会を２日間実施。同会では、男性の
育児休業取得者からの体験談、また、女性の育児休業体験者から復帰後の
キャリアイメージの報告、気運の醸成につながっている。

・ 平成２６年度に年次有給休暇取得向上のための研修会及び意見交換会を開催。

・ 平成２７年４月から、入職後半年以内の職員に５日間の特別年次有給休暇制
度を創設し、若い世代からベテラン職員までの有給休暇の取得意識を高める
ための制度を整備した。

・ 法人の目標として全職員平均超過勤務を月３０時間未満に設定し、達成努力
をするなど所定外労働削減の風土づくりに取組んでいる。

【その他子育て支援の取組】

・ これまで次世代認定マークは２回取得。

・ 男性の育児休業取得者は過去通算計４名。

・ 事業所内保育施設の設置運営。

・ 育児を行う女性職員の継続就業、能力向上のために産休開始前面談、休業中
の広報誌の送付、キャリア形成のための研修会、お悩み相談窓口の設置を
行っている。

医療法人和光会
業 種：医療・福祉
労働者数：804人

プラチナくるみん認定企業の取組事例のご紹介
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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、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 3008

注意

認定に向けた支援策など

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。

１ ＷＥＢサイトの支援ツール活用


