
介護休暇・子の看護休暇の
時間単位取得について

令和２年２月２８日
厚生労働省 宮城労働局 雇用環境・均等室
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現行制度の概要
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育児・介護休業法の概要

※ 有期契約労働者は、下記の要件を満たせば取得可能（介護も同趣旨）
① 同一の事業主に引き続き１年以上雇用

② 子が１歳６か月に達するまでに労働契約（更新される場合には更新後の
契約）の期間が満了することが明らかでないこと

 対象家族１人につき、通算９３日の範囲内で合計３回まで、
介護休業の権利を保障

介護休業
※賃金の支払義務なし。※介護休業給付金（賃金の67％）あり。

 子が１歳（保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長２歳）に達す
るまでの育児休業の権利を保障

 父母ともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２か月に達するまで
の間の１年間【パパ・ママ育休プラス】

 父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した場合、再度の育児
休業の取得が可能

育児休業
※賃金の支払義務なし。※育児休業給付金（賃金の67％又は50％）あり。

 小学校就学前の子を養育する場合に年５日（２人以上であれば年

１０日）を限度として取得できる（１日又は半日単位）

子の看護休暇 ※賃金の支払義務なし。

 介護等をする場合に年５日（対象家族が２人以上であれば年１０日）

を限度として取得できる（１日又は半日単位）

介護休暇 ※賃金の支払義務なし。

 ３歳に達するまでの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限
 小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働を制限
 小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、深夜業（午後１０時から午前５時まで）を制限

所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

 ３歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置（１日原則６時間）を義務づけ
 介護を行う労働者について、３年の間で２回以上利用できる次のいずれかの措置を義務づけ

①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制 ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ④介護費用の援助措置

短時間勤務の措置等

 事業主が、育児休業等を取得したこと等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止
 事業主に、上司・同僚等からの育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け

不利益取扱いの禁止等

 苦情処理・紛争解決援助、調停
 勧告に従わない事業所名の公表

実効性の確保
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○ 小学校就学前までの子を養育する労働者又は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、事業主に申し出ることにより、年に５ 日まで（対象者が２ 人以上であれば年に１０ 日まで）、
１日単位又は半日単位（１日の所定労働時間の２分の１）で子の看護休暇又は介護休暇を取得すること
ができる。

＜対象となる労働者＞

◆ 原則として、全ての男女労働者（日々雇用者を除く 。） が対象となる。
ただし、労使協定がある場合は、事業主は以下の労働者からの子の看護休暇又は介護休暇の申出を拒むことが

できる。

① 勤続６ヶ月未満の労働者

② 週の所定労働日数が２日以下の労働者

③ 半日単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者（※１日単位
での申出は拒めない）

◆ １日の所定労働時間が４時間以下の労働者は、半日単位での取得はできない。

＜半日単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者の例＞

イ 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定労働時間の途中まで
又は途中から子の看護休暇又は介護休暇を取得させることが困難な業務

ロ 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、半日単位の子の看護休暇又は介護休暇を取得した後の勤
務時間又は取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務

ハ 流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、半日単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得する者を勤
務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務

子の看護休暇・介護休暇制度（現行）の概要（平成29年１月１日施行）
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法第16条の５

① 要介護状態にある対象家族の介護等を行う労働者は、事業主への申出により、年５労働日（対象家族２人以上：10労

働日）まで介護休暇を取得可

② 介護休暇は、省令で定める者（＝所定労働時間が一日4時間以下の労働者）を除き、省令で定める単位（＝半日（中抜

け無し））で取得可

法第16条の６ ※②は法第6条第1項ただし書及び第2項の準用

① 事業主は、労働者から介護休暇取得の申出があったときは、申出を拒むことができない。

②-1 次に掲げる労働者のうち、労使協定で介護休暇を取得できない者と定められた労働者から申出があった場合は申出

を拒める。

１ 雇用期間６か月未満の者

２ 取得できないことに合理的な理由が認められる者として省令で定める者（＝週の所定労働日数が２日以下の労働者）

３ 省令で定める単位で取得することが困難な業務に従事する者のうち、省令で定める単位で取得しようとする者

②-2 ②-1において申出を拒まれた労働者は介護休暇を取得できない。

介護休暇に関する現行の育児・介護休業法の規定の構造

則３９ 則４０

則４２

イ 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定労働時間の途中

まで又は途中から介護休暇を取得させることが困難な業務

ロ 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、半日単位の介護休暇を取得した後の勤務時間又は

取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務

ハ 流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、半日単位で介護休暇を取得する者を勤務体制に組み

込むことによって業務を遂行することが困難な業務

指針 第２－２－(3)

指針で例示
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子の看護休暇・介護休暇（現行）の適用関係

１日単位
又は

半日単位
下記を除く労働者

１日単位のみ

一日の所定労働時間が４時間以下の労働者
（法16の2②、則33／法16の5②、則39）

半日単位での取得が困難な業務に従事する労働者（労使協
定あり） （法16の3②／法16の6②）

取得不可

雇用期間が6月に満たない労働者（労使協定あり）
（法16の3②／法16の6②）

週の所定労働日数が2日以下の労働者（労使協定あり）
（法16の3②、則36、告示／法16の6②、則42、告示）
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時間単位で
取得可

半日単位で
取得可

１日単位の
み

不明

平成26年度 21.3 16.3 61.7 0.6 

平成29年度 16.4 68.0 15.6 

H29年度規模

別
時間単位で
取得可

半日単位で
取得可

１日単位の
み

500人以上 17.7 75.4 7.0 

100～499人 16.0 73.0 11.0 

30～99人 14.6 67.8 17.6 

5～29人 16.8 67.7 15.5 

子の看護休暇・介護休暇の規定状況

【介護休暇の取得可能単位別事業所割合】

（出典） 雇用均等基本調査（厚生労働省）

規定あり 規定なし 不明

平成26年度 80.6 19.2 0.2

平成29年度 83.5 16.5 0.0

【介護休暇制度の規定の有無別事業所割合】
※労働者が30人以上いる事業所に限る。
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時間単位で
取得可

半日単位で
取得可

１日単位
のみ

不明

平成26年度 20.6 19.0 60.3 0.1

平成30年度 19.5 64.7 15.0 0.8 

H30年度規模
別

時間単位で
取得可

半日単位で
取得可

１日単位の
み

500人以上 22.8 70.0 6.7 

100～499人 19.0 70.4 10.7 

30～99人 16.5 66.0 16.4 

5～29人 20.2 64.0 15.0 

【子の看護休暇の取得可能単位別事業所割合】

【子の看護休暇制度の規定の有無別事業所割合】
※労働者が30人以上いる事業所に限る。

規定あり 規定無し 不明

平成26年度 81.2 18.7 0.1

平成30年度 81.5 17.4 1.1

（％） （％）

（％） （％）

（％） （％）



改正の背景
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介護休暇の時間単位取得にかかる閣議決定等

経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月21日閣議決定）（抄）

第２章 Society 5.0時代にふさわしい仕組みづくり
２．人づくり革命、働き方改革、所得向上策の推進
（１）少子高齢化に対応した人づくり革命の推進
⑧女性活躍の推進

様々なハラスメントの防止など女性の就業・登用のための更なる環境整備を推進及び仕事と時間的制約との両
立を支援するため時間休制度の拡大などの休暇制度改革を検討するとともに、・・・（略）。

（２）働き方改革の推進

子育て、介護、治療など様々な事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、民間企業において、１時間単位
で年次有給休暇を取得する取組を推進する。また、介護休暇制度については、現行では半日単位の取得しか認
められていないため、１時間単位の取得が可能となるよう、必要な法令の見直しを行う。

規制改革実施計画（令和元年６月21日閣議決定）（抄）

II 分野別実施事項
４．保育・雇用分野
（４）介護離職ゼロに向けた対策の強化
No.５ 介護休暇制度の更なる柔軟化

介護休暇の取得単位について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講ずる。

実施時期：令和元年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置

女性活躍加速のための重点方針2019（令和元年６月18日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）（抄）

Ⅲ 女性活躍のための基盤整備
２．子育て、介護基盤の整備及び教育の負担軽減に向けた取組の推進
（１）待機児童解消や「介護離職ゼロ」に向けた、子育て・介護基盤の整備等
②「介護離職ゼロ」に向けた介護サービス基盤の整備等

また、「介護離職ゼロ」に向けて、仕事と介護を両立できるよう、現在半日単位での取得が認められている介
護休暇制度について、時間単位での取得を可能とするなど柔軟な取得の方策について検討する。
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(2)介護離職ゼロに向けた対策の強化

ア介護休暇制度の更なる柔軟化

【令和２年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置】

＜基本的考え方＞

政府は「介護離職ゼロ」に向けた取組を掲げ、介護サービスの拡充や仕事と介護の両立支

援制度の整備を進めてきた。しかし、働きながら介護をする労働者は今後もさらに増え続ける

と見込まれるため、より一層の取組が必要である。

近年顕著に増加している認知症介護の場合、認知症の症状である徘徊や暴行等のBPSD が

要因となり、家族介護者が突発的な対応を余儀なくされることが多い。また、認知症は症状が

徐々に進行する特徴があるため、変化に応じてケアプランの見直しを行う等、家族介護者が介

護専門職と相談できる機会の確保が不可欠である。こうした相談は短時間で済む場合が多い

が、現行の介護休暇は取得単位が「半日」であるため、所要時間に応じた小刻みの取得がで

きない。

以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

＜実施事項＞

厚生労働省は、介護休暇の取得単位について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な

法令の見直しに向けた措置を講ずる。

規制改革推進会議 第５次答申（令和元年６月６日規制改革推進会議決定）（抄）
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改正の概要
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□ 改正の趣旨
対象家族の介護等を行う者が、突発的な対応や介護専門職との相談などを行う場合に、所要時間に応じ

てより柔軟に取得できるようにするための環境整備が必要。

□ 制度の概要
対象家族の介護等をする場合に、年５日（対象家族が２人以上であれば年10日）を限度として、１日

又は１日未満の単位で取得できる。

「介護休暇」の時間単位取得について

※「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び職場に戻ることを指す。

※子の看護休暇も同様の改正

改正前 改正後

休暇を取得できる
１日未満の単位

中抜け無しの半日単位
中抜け無しの時間単位
（１時間の整数倍の時間）

１日未満の単位での
休暇の対象労働者

１日の所定労働時間が

４時間以下の労働者は取得できない
全ての労働者が取得できる

※令和３年1月1日に施行

改正内容

 中抜けありの時間単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように事業主が
配慮することを指針で規定。

 労働者は、希望する時間数で休暇を取得することができる。

 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、時間単位で休暇を取得することが困難と認められる業務が
ある場合は、労使協定を締結することにより、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る。

令和３年１月１日施行
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「介護休暇」の時間単位取得について

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

＜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

〔現行制度の取得イメージ〕
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より柔軟な休暇取得が可能に。

〔改正後の取得イメージ〕
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令和３年１月１日施行
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改正のポイント
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詳しくは、厚労省ＨＰをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

育児・介護休業法

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


改正のポイント「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

改正前 改正後

休暇を取得できる
単位

１日単位又は中抜け無しの

半日単位

１日単位又は中抜け無しの

時間単位
 １時間の整数倍の時間
 労働者の希望する時間数で

取得可能とする必要

１日単位 １日単位

１日未満の単位での
休暇の対象労働者

１日の所定労働時間が

４時間以下の労働者は取得できない
全ての労働者が取得できる

原則 原則

例外（業務の性質・実施体制に
照らして半日単位取得が

困難な場合に労使協定を締結）

例外（業務の性質・実施体制に
照らして時間単位取得が

困難な場合に労使協定を締結）

中抜けありの時間単位
での休暇の取得を認め
ること等制度の弾力的
な利用が可能となるよ
うに事業主が配慮する
ことが求められる。

時間単位での取得は
できないが、半日単
位であれば取得可能
な労働者については
半日単位での休暇の
取得を認めること等
制度の弾力的な利用
が可能となるように
事業主が配慮するこ
とが求められる。

※「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び職場に戻ることを指す。 15



改正のポイント①「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

半日単位の適用除外となる「所定労働時間が短い労
働者※」を定めていた条文（則33,39）を削除。
※ 「1日の所定労働時間が４時間以下の労働者」

引き続き一定の労働者※は労使協定により対象から
除外することができる。

※ ① 勤続６ヶ月未満の労働者

② 週の所定労働日数が２日以下の労働者

③ 時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得する
ことが困難と認められる業務に従事する労働者（１日
単位での取得は可能）
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改正のポイント②「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

省令では「1日未満の単位は、時間であって、始業の
時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するも
の」と規定（則34①、40①）。

すなわち、就業時間の途中に抜けて再び戻ってくる
ような休暇の取得を認めることまでは求めてはいな
い。

一方で、指針（大臣告示）では、「始業の時刻から連
続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位
での休暇の取得を認めること・・・・等制度の弾力的
な利用が可能となるように配慮すること」を求める。

17

原則は“中抜け”なしの時間単位



改正のポイント③「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）
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今回の改正は、これまでの「半日単位」を「時間単
位」に置き換えるもの。

このため、これまで省令に規定されていた半日単位
取得に関するルールは、規定上はなくなる。

一方で、指針（大臣告示）では、「労使協定の締結に
より時間単位での休暇の取得が出来ないこととなっ
た労働者であっても、半日単位での休暇の取得を認
めること等制度の弾力的な利用が可能となるように
配慮すること」を求める。

通達・Q&Aにおいて、引き続き半日単位を措置する
場合の取扱い、留意点等について記載。

半日単位での取得を認めることは義務でなくなる。



子の看護休暇・介護休暇の適用関係（改正前後対照）

改正前 改正後（令和3年1月1日～）

１時間単位

（中抜け無し）

又は

１日単位

規定なし

※ 育介指針において、時間単位での取得を認めるよう配

慮する旨を規定。

下記を除く労働者

※ 育介指針において、中抜けありの１時間単位での取得

を認めるよう配慮する旨を規定。

半日単位

（中抜け無し）

又は

１日単位

下記を除く労働者

規定なし

※ 育介指針において、１時間単位での取得が困難な業

務に従事する労働者には半日単位での取得を認めるよう

配慮する旨を規定。

１日単位のみ

①一日の所定労働時間が４時間以下の労働者

（法16の2②、則33／法16の5②、則39）

②半日単位（中抜け無し）での取得が困難な業

務に従事する労働者（労使協定あり）

（法16の3②／法16の6②）

○１時間単位（中抜け無し）での取得が困難な

困難業務に従事する労働者（労使協定あり）

（法16の3②／法16の6②）

取得不可

① 雇用期間が6月に満たない労働者（労使協

定あり） （法16の3②／法16の6②）

② 週の所定労働日数が2日以下の労働者（労

使協定あり）

(法16の3②、則36、告示／法16の6②、則42、告示)

変更なし
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改正の実務上の留意点
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「介護休暇１日分」の考え方「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

○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。
○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。
○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。
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。
※ 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。

① 丸１日休む場合 １日（＝７時間30分）休む
「１日」の介護休暇を取得
⇒ 残り４日取得可能

所定労働時間数７時間30分

７時間休む

↑
30分勤務

「７時間」の介護休暇を取得
⇒ 残り４日＋１時間 (※)

取得可能

※ 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）

②始業から７時間
休む場合

＜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
※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。

問１－３／１－４
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日によって労働時間数が異なる労働者「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

○時間単位で介護休暇を取得できるのは、「（休暇を取得する日の）所定労働時間数未満の時間」
例えば、所定労働時間が8時間の日に、時間単位の休暇が取得出来るのは7時間までとなる。

○日によって１日の所定労働時間数が異なる労働者について、休暇を取得する日の所定労働時間数と同
じ時間数の介護休暇を取得する場合には、日単位での介護休暇の取得として取り扱うこととなる。

①休暇を取得する日
の所定労働時間が
６時間の場合

１日（＝６時間）休む

「１日」の介護休暇を取得
したものとして扱う
⇒ 残り４日取得可能

所定労働時間数６時間

６時間休む

↑
２時間勤務

「６時間」の介護休暇を取得
したものとして扱う
⇒ 残り４日＋１時間 (※)

取得可能

※ 介護休暇1日分（７時間）－実際に取得した時間（６時間）
＝残り時間（１時間）

②休暇を取得する日
の所定労働時間が
８時間の場合

＜例＞ 日によって所定労働時間数が異なり、１日の平均所定労働時間数が７時間で、年5日分の介護休暇が取得可能
な場合

※時間単位で介護休暇を取得する場合は、１日の平均所定労働時間数である７時間で「１日分」となる。

問１－５

所定労働時間数８時間
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平均所定労働時間 7時間



「時間単位」の区切り方「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

○ 休憩時間を除く、実際に労働に従事することとなる時間帯でみて、始業時刻から連続し、又は終業
時刻まで連続する時間単位で介護休暇を取得可能

＜例＞勤務時間が8：30～17：00（休憩12：00～13：00），始業時刻から連続した４時間の看護休暇を取得する場合

問１－６／１－７

休憩時間の取扱い

○「時間単位」とは、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続する時間単位を指す。
 例えば労働者が１時間の介護休暇の取得の申出をし、実際には１時間に満たない時間を休んだとしても、当該労
働者は１時間の介護休暇を取得したものとして処理して差し支えない。
ただし、労働者が休んだ時間分の賃金を控除する場合には、実際に休んだ時間を超えて控除してはならない。

始業時刻又は終業時刻から連続する「時間」の区切り方

＜例＞勤務時間が9:00～17:45（休憩12:00～13:00），終業時刻に近接した時間帯に１時間の休暇を取得する場合

８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17

休
暇

休
憩

休
暇

勤
務

8:30～12:00＋13:00～13:30
⇒計４時間取得

16:15         16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45   18:00

休暇勤務

勤務時間（～17:45）

終業時刻（17時45分）から
遡った１時間である
16時45分～17時45分の１時間
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半日単位での取得「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

○時間単位での休暇を取得させることは困難だが、半日単位であれば可能である労働者については、
半日単位での休暇の取得を認めるなど、制度の弾力的な利用が可能となるよう事業主が配慮するこ
とが求められる。
これまで半日単位で看護・介護休暇を取得できることとされていた労働者について、改正後に日単位での看護・
介護休暇の取得しか認めないこととすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になるため注意が必要。

○半日単位での介護休暇の取得を可能とする場合には、日単位で介護休暇を取得する場合と比べて労
働者にとって不利益とならないよう、介護休暇１日分の合計時間数が１日の所定労働時間数を下回
らないものとする必要。

○「半日」とは１日の半分のことを指し、通常は所定労働時間数の２分の１とすることが考えられる
が、労使協定の締結等により、半日について別の定めをすることは許容される 。

問１－８／１－９／１－10

○時間単位での介護休暇の取得が可能な労働者については半日単位での取得を可能とする必要はない。

○時間単位での取得に加え、これまでと同様の半日単位での取得を可能とする場合には、看護・介護休
暇１日分を全て時間単位で取得する場合と比べて労働者にとって不利益な制度や運用とならないよう
にする必要がある。

現在は半日単位で介護休暇を取得できるが、
改正後に労使協定の締結により時間単位での介護休暇の取得の対象から除外された労働者

時間単位での介護休暇の取得が可能な労働者

＜例＞上記の例のような取扱いは、時間単位で取得する場合（時間単位休暇８時間分で「１日分」の休暇）に比べて２時間分不利となるため、適切では
ない。
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＜例＞１日の所定労働時間数が８時間の労働者について、労使協定等において１日の所定労働時間数の２分の１以外の時間数（午前休に相当する３時間
及び午後休に相当する５時間）を「半日」として定め、午前休に相当する３時間を２回取得したときに「１日分」の看護・介護休暇を取得した取扱い
とする。



改正制度の施行日以降の休暇取得「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

○改正制度の施行日（令和３年１月１日）以降に取得可能な介護休暇の日数・時間数の考え方には、
改正後の規定が適用される。

○ ４月１日から翌年の３月31日を一つの年度として運用している場合で、令和２年４月１日から改
正制度の施行日の前日までに改正前の規定に基づき「半日」単位の休暇を奇数回取得した場合には、
改正制度の施行日以降に取得可能な介護休暇の日数・時間数に「半日」が残る。

○改正前の規定に基づき「半日」単位の休暇として実際に休んだ時間数にかかわらず、
残った「半日」は、所定労働時間数の２分の１の時間数として取り扱うことが必要。
この「所定労働時間数の２分の１の時間数」に１時間に満たない端数がある場合には、労働者にとって不利にな
らないよう、端数を切り上げた時間数として取り扱うことが必要。

○ただし、改正後の規定に基づき労使協定の締結により時間単位での介護休暇の取得の対象から除外
されたものの、これまでと同様に半日単位での介護休暇の取得が認められる労働者については、
残った「半日」についてもこれまでの「半日」と同様の取扱いを行うこととして差し支えない。
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＜想定ケース＞
・年5日分の介護休暇が取得可能

・改正制度の施行日の前日までに
４日と半日分の介護休暇を取得

・１日の所定労働時間数が７時間

※ １日の所定労働時間数（７時間）の２分の１の時間数
（３時間30分）を１時間単位に切り上げた４時間

令和２年
４月１日

令和３年
３月31日

改正制度の施行日
令和３年
１月１日

既に４日と
半日分取得

残り半日分（４時間分）取得可能



労使協定による除外「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

○「業務の性質・実施体制に照らして時間単位取得が困難」な労働者として労使協定を締結した場合
時間単位の介護休暇の取得対象から除外可能

問１－８／１－９／１－10

＜時間単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者の例＞

イ:国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定労働時間の途中まで又は途中から介護休暇を取得させる
ことが困難な業務

ロ:長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、時間単位の介護休暇を取得した後の勤務時間又は取得する前の勤務時間では処理すること
が困難な業務

ハ:流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、時間単位で介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが
困難な業務

○ 改正後は、時間単位での看護・介護休暇の取得ができることとなる。
○ ただし、他の労働者と同様に、「業務の性質・実施体制に照らして時間単位取得が困難」な労働者として労使協定
を締結した場合は、事業主は、時間単位での介護休暇の取得の申出を拒むことが可能。

○ なお、業務の態様にかかわらず一律に「１日の所定労働時間数が４時間以下の者」であることをもって時間単位の
介護休暇の取得対象から除外する取扱いは適当ではない。

○ 業務の性質・実施体制に照らして「半日単位取得が困難」な業務と、「時間単位取得が困難」な業務とでは、
その業務の範囲が異なる可能性もあるため、改めて業務の範囲を検討の上、労使協定を締結する必要がある。

○ 交替制勤務による業務のうち夜勤の時間帯に行われる業務のみを「業務の性質・実施体制に照らして時間単位取得
が困難」な業務とし、その業務に従事する労働者を労使協定を締結して時間単位の介護休暇の取得対象から除外する
ことは可能。

○ ただし、このような場合でも、労使で工夫して、より多くの労働者が時間単位の看護・介護休暇を取得できるよう
にすることが望ましい。

１日の所定労働時間数が４時間以下の労働者

改正前に半日単位取得が困難な労働者を定めていた労使協定の扱い

交替制勤務における夜勤時間帯のみの業務
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分単位などでの取得「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

○分単位で介護休暇を取得できる制度を導入している場合は、法を上回る内容となっているため、
別途、時間単位で取得できる制度を設ける必要はない。
介護休暇１日分の時間数が１日の所定労働時間数を下回らないものとする必要。
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であっても、労働者にとって不利益にならなければ、
端数を時間単位に切り上げなくても差し支えない。

問１－２／解釈通達

② １日の所定労働時間数が
７時間40分

15分単位で取得した場合、余
りが生じない
⇒15分単位で取得する場合の
「1日分」は「7時間45分」で
差し支えない。

「５分」という端数が発生
⇒15分単位で取得する場合の
「1日分」は、例えば「７時間
45分」などに引き上げる必要

＜例＞15分単位で介護休暇が取得可能な場合

① １日の所定労働時間数が
７時間45分 15

分

所定労働時間数７時間45分

15
分

15
分

15
分

…

15
分

所定労働時間数７時間40分

15
分

15
分

15
分

…
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その他の「時間単位」休暇の導入の留意点「介護休暇」の時間単位取得
（令和３年１月１日施行）

○労働者自身が始業時刻や終業時刻を決めることができるコアタイムの無いフレックスタイム制度のよ
うな柔軟な労働時間制度が適用される労働者であっても、申出があった場合には、時間単位で介護休
暇を取得できるようにしなければならない。

問１-11／２－４

 休暇を取得している間は、労働者の労務提供義務は消滅。

介護休暇

フレックスタイム制度

 一定期間内においてあらかじめ定めた総労働時間数の範囲内で労働者自身が柔軟に労働時間を設定する
ことができる。

 労働者の労務提供義務が消滅するものではない。

フレックスタイム制度等との関係

○中抜けありの時間単位での休暇の取得を既に導入している場合には、法を上回る望ましい措置である
ため、改正後の規定に合わせて中抜けを想定しない制度に変更する必要はない。
これまで中抜けありの時間単位での介護休暇を認めていた場合に、改正後に中抜けを想定しない制度に変更するこ
とは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になるため注意が必要。

中抜けありの時間単位の休暇制度

※「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び職場に戻ることを指す。
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※介護休暇とフレックスタイム制度の違い


