
2021年4月1日

厚生労働省 滋賀労働局

令和４年度 労働行政説明会

令和４年 ９月１４日（水） 13:30～16:10



本日の説明会についてお願い

●本日は、労働行政説明会にご参加いただき、ありがとうございます。開会に先立ち、数

点お願いを申し上げます。

●本日の説明会に使用する資料は、滋賀労働局ホームページの、「滋賀労働局主催オンラ

インセミナー」のページ（説明会申し込みページ）に掲載しています。事前にプリント

アウトいただき、お手元にご準備くださいますようお願いいたします。

●本説明会の録画・録音・撮影、スクリーンショットおよび会議資料等の無断転用は固く

お断りいたします。

●ご質問につきましては、お手数ですが、説明会終了後のアンケートに記載いただくか、

後日でも結構ですので、それぞれの担当部署までお電話にてお問合せください。

●本日は多数のご参加をいただいておりますので、恐れ入りますが、チャットやＱＡ機能

等、ウェブ経由でのご質問はお受けいたしません。なお、アンケート経由でご質問いた

だく場合は、折り返し担当よりご連絡いたしますので、必ずご連絡先を記載下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。



タイムスケジュール

13:37頃～ 男女別賃金の公表について～労働者数301人以上の企業は義務となります 雇用環境・均等室 077-523-1190

13:48頃～ 滋賀県最低賃金の改正について 労働基準部賃金室 077-522-6654

13:55頃～ 中小企業の賃金引上げをサポートします～業務改善助成金について 雇用環境・均等室 077-523-1190

14:07頃～ 育児休業制度が変わります！～改正育児・介護休業法について 雇用環境・均等室 077-523-1190

14:28頃～ 令和４年10月改正の育児休業給付制度について 職業安定部職業安定課 077-526-8609

14:38頃～ 労働者の募集のルールが変わります～改正職業安定法について 職業安定部需給調整事業室 077-526-8617

14:46頃～ 法定割増賃金率の引き上げについて 労働基準部監督課 077-522-6654

14:56頃～ 化学物質に関する法令改正について 労働基準部健康安全課 077-522-6650

15:12頃～ 建設事業、自動車運転の業務、医師に係る時間外労働の上限規制について 労働基準部監督課 077-522-6649

第１部 変わる法制度

15:24頃～ 滋賀県産業安全の日（１１月１５日）について 労働基準部健康安全課 077-522-6650

15:35頃～ 在籍型出向等支援事業について 職業安定部職業安定課 077-526-8609

15:56頃～ 企業内で人材育成に取り組む事業主の皆さまへ ～人材開発支援助成金のご案内 職業安定部職業対策課 077-526-8686

第２部 「まもる・はぐくむ」ための各種取組・制度 ～誰もが安心して働ける滋賀をめざして～

開会あいさつ 滋賀労働局長 小島 裕

― 休憩（５分） ―

終了 16:10頃
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女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について

滋賀労働局雇用環境・均等室
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• １．改正の背景、概要
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１．改正の背景、概要
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（改正の背景）日英独仏の男女間賃金格差（O E C D）

4

厚生労働省のこれまでの取組

• 昭和60年～ 男女雇用機会均等法に基づき、企業における募集・採用・配置・昇進に関する均等待遇の確保等を推進。

• 平成22年 男女間賃金格差の要因を分析（平成22年研究会報告）。役職や勤続年数の差異が、大きな要因となっていることを解明。

• 平成27年 女性活躍推進法に基づき、個々の企業における状況把握・目標設定・情報公表を通じ、女性活躍推進のPDCAサイクルを廻す取組を開始。
• 令和元年 女性活躍推進法を改正し、中小企業に適用拡大、状況把握を見直し（男女の賃金の差異を選択項目に追加）、情報公表を拡充（大企業は２項目公表）。

• 令和4年7月 女性活躍推進法に基づく省令を改正し、常用労働者数301人以上の事業主に対して、男女の賃金の差異の把握・公表を義務付け。

（参考：諸外国における近年の取組）

• イギリス：2017年 男女間賃金格差に関する情報公表を義務付け（労働者数250人超の官民の組織が対象）

• ドイツ ：2017年 男女の賃金の公平性に関する報告書の公表を義務付け（労働者数500人以上の会社が対象）
• フランス：2001年 男女間賃金格差を団体交渉事項に追加。 2018年 男女間賃金格差を含む男女平等指標の公表を義務付け（労働者数50人以上の企業が対象）

資料出所：OECD Stat.データ（各国のフルタイム労働者について男性と女性の賃金（中位数）の差を男性の賃金で除したもの）

（年）

（％）



✎ 行動計画の必須記載事項
▶目標（省令で定める項目に関連した定量的目標） ▶取組内容 ▶実施時期 ▶計画期間

✎ 情報公表の項目 （省令で規定）
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
について、

▶常用労働者数301人以上の事業主（義務） ①から男女の賃金の差異を含めた２項目以上と
②から１項目以上の計３項目以上を公表

▶常用労働者数101人以上300人以下の事業主（義務） ①及び②の全ての項目から１つ以上公表
▶常用労働者数100人以下の事業主（努力義務） ①及び②の全ての項目から１つ以上公表

▶ 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。
▶ 地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における推進計画を策定（努力義務）。

１ 基本方針等

２ 事業主行動計画等

✎ 認定基準は、業種毎・企業規模毎の特性等に配慮し、省令で規定

（１） 企業においてPDCAサイクルを回すことを促し、女性活躍の取組を推進
⇒ 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、及びこれを踏まえた行動計画の策定・届出・社内周知・外部公表
※常用労働者数301人以上の事業主は、男女の賃金の差異の把握が義務化

（２） 女性の職業選択に資するよう、企業の情報公表を促進
⇒ 女性の活躍に関する情報公表

（３） 認定制度によるインセンティブの付与
⇒ 優良企業を認定し、認定マーク「えるぼし」「プラチナえるぼし」の利用を可能に

（４） 履行確保措置
⇒ 厚生労働大臣（都道府県労働局長）による報告徴収・助言指導・勧告、情報公表に関する勧告に従わなかった場合企業名公表

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律概要
（民間事業主関係部分）

赤字が改正事項（省令） 令和４年７月８日施行

改正後

4

常用労働者数が101人以上の事業主は義務、100人以下の事業主は努力義務次の (1) ･ (2) について、



2．男女の賃金の差異の算出の留意点について



留意するポイント（情報公表が必要な３区分）

7

「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の３区分での公表が必要です。

「全労働者」は、「正規雇用労働者」と「非正規雇用労働者」の合計、

「正規雇用労働者」は、期間の定めなくフルタイム勤務する労働者、

「非正規雇用労働者」は、パートタイム労働者（１週間の所定労働時間が同一の事業主

に雇用される通常の労働者（正規雇用労働者）に比べて短い労働者）及び有期雇用労働

者（事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者）をいいます。

派遣労働者は派遣元事業主において算出し、派遣先の事業主の算出対象の非正規雇用労
働者から除外します。

なお、個々の事業主において、更に詳細な区分により、男女の賃金の差異の公表を任意
で行うことは、何ら差し支えありません。



人員数の算出

8

１．基本的な考え方

・男女で異なる数え方をしないこと。

・初回の公表以降、将来に向かって繰り返し行う公表を通じて一貫性ある方法を採用すること。

・人員数の数え方を変更する必要が生じた場合は、人員数の数え方を変更した旨及び変更した理由について
明記すること。

２．具体例

・一の事業年度の期首から期末までの連続する12か月の特定の日（給与支払日、月の末日その他）の労働者
の人数の平均を用いることが考えられます。

※この方法を用いる場合、人員数は勤務期間（勤務している月数）に応じて換算されていることに留意することが必
要。

・さらに、パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等を参考として、人員数を換算しても差
し支えありません。

３．出向者等の扱い

個々の事業主において、従前の情報公表の方法も踏まえつつ、実情に応じて適切な方法を採用することで
差し支えありません。ただし、男性・女性、正規雇用・非正規雇用で扱いは統一し、一貫性のある扱いをす
ることが必要です。



３．情報公表について



男女の賃金の差異の公表例

10

男女の賃金の差異
（男性の賃金に対する女性の賃金の割合）

全労働者 XX.X％

正社員 YY.Y％

パート・有期社員 ZZ.Z％

該当者が存在しない区分（例え
ば、男女とも非正規雇用労働者を
雇用していない事業主や一方の性
別の非正規雇用労働者を雇用して
いない事業主においては非正規雇
用労働者の区分）については、
「－」で記載してください。（必
須）

算出の前提とした重要な事項を記載してください。
例えば、
・賃金から除外した手当がある場合には、その具体的な名称等
・正規雇用労働者、非正規雇用労働者については、個々の事業主における呼称等に即して、
どのような労働者が該当しているか

さらに、自社の実情を正しく理解してもらうために『説明欄』を有効活用してください。（詳細は後述）

対象期間：令和４事業年度（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）（必須）

賃金：基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。

正社員：出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。

パート・有期社員：期間工、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。

小数点第２位を四捨五入し、小数
点第１位まで表示（必須）

公表日：２０２３年４月２５日



2021年4月1日

滋賀労働局労働基準部賃金室

松島広治

滋賀県最低賃金の改正
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• 滋賀県最低賃金の改正について

• 最低賃金制度の概要

• 最低賃金･賃金引上げに向けた生産性向上等の支援

• おわりに



滋賀県最低賃金の改正について

９２７円

令和４年１０月６日から

滋賀県最低賃金は、

になります。（時間額）

※なお、特定の産業には、９２７円より高額な「特定(産業別)最低賃金」が

定められております。

滋賀県最低賃金は、令和４年10月６日から９２７円に改正されます。



滋賀県最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、滋賀県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対

して適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、全ての

労働者に適用されます。) 。

なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用

機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が滋賀労働局長の許可を受けることを

条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方

(2) 試の使用期間中の方

(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方

(4) 軽易な業務に従事する方

(5) 断続的労働に従事する方

最低賃金制度の概要①

最低賃金の適用される労働者の範囲

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃

金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とさ

れ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

最低賃金制度とは



派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣労働者又は派遣元の使用者は、派遣先の事

業場所在地の都道府県最低賃金を把握しておく必要があります。

最低賃金制度の概要②

派遣労働者への適用

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) １か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の

計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金の対象となる賃金



最低賃金制度の概要③

最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、滋賀県最低賃金（時間額）

と比較します。

(1) 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(3) 月給制の場合

月給÷１箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の

請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較し

ます。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当（職務手当など）が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)

の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額（時間額）を比較します。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法



最低賃金･賃金引上げに向けた生産性向上等の支援

最低賃金引上げに向けた中小企業･小規模事業者への生産性向上等の支援

中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を一定額以上引き上

げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

業務改善助成金

賃金引上げのための業務改善に関する相談支援を行うとともに、生活衛生関係営業等の収益力向上・生産性

向上に向けた支援事業等を紹介するため、上記業種に関し関係機関が開催するセミナーや出張相談会等に講師

を派遣します。

働き方改革推進支援センター

３社以上で組織する中小企業の事業主団体において、労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資す

る取組に要した費用を助成します。

働き方改革推進支援助成金（団体推進コース）【11月30日まで】



おわりに

8

● 詳細は、

・厚生労働省ホームページ【賃金 (賃金引上げ、労働生産性向上) 】

・厚生労働省の【最低賃金の特設サイト】

・滋賀労働局のホームページ【最低賃金・家内労働関係】

を参照してください。

● より詳しく知りたい時の問い合わせ先は、

滋賀労働局労働基準部賃金室 電話：０７７（５２２）６６５４ まで。

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei_chingin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html
https://pc.saiteichingin.info/


2021年4月1日

滋賀労働局雇用環境・均等室

水出 美加子

中小企業の賃金引上げをサポートします
～業務改善助成金について

01-03



• 業務改善助成金とは

• 業務改善助成金（通常コース）

• 業務改善助成金（特例コース）

• 問い合わせ先など



業務改善助成金とは １

業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投資等を行った
中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

令和４年９月現在、通常コースと特例コースの２コースが設けられています。

事業内最低賃金
引き上げ

設備投資等
機械設備、コンサルティング
導入、人材育成・教育訓練

費用の一部
を助成

中小企業の範囲

・「資本金の額または出資の総額」と「常時使
用する労働者の数」のいずれかが右の基準を満
たしていれば、中小企業に該当すると判断され
ます。

・なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断
されます。

業種
資本金の額または

出資の総額
常時使用する

労働者数

小売業 5,000万円以下

ऽ
ञ
म

50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

その他 ３億円以下 300人以下



業務改善助成金とは ２

主な支給要件
1 賃金引上計画を策定すること

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる（就業規則等に規定）

2 引上げ後の賃金額を支払うこと

3 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施す
ることにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
（ (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除き

ます。）

4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上の
ための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します（千円未満端数切
り捨て）。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者
数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。



業務改善助成金とは ３
活用事例

POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。
外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修
外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講 など

活用事例集（厚生労働省ホームページにリンク）

製造業 卸売業・小売業 宿泊業・飲食サービス業

医療・福祉業

生活関連サービス業・娯楽業

人材育成・教育訓練の活用事例 コロナ禍における取組事例

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621401.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621423.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621425.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621428.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000621427.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000837401.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000837494.pdf


引き上げ額と人数による上限額（通常コース）

コース区分 引き上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額 助成対象事業場

3 0 円コース 30円以上

１人 ３０万円

以下の要件を両方満たす事業場

• 事業場内最低賃金と地域別最
低賃金の差額が30円以内

• 事業場規模100人以下

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

10人以上※ １２０万円

4 5 円コース 45円以上

１人 45万円

２～３人 70万円

４～６人 100万円

７人以上 150万円

10人以上※ 180万円

6 0 円コース 60円以上

１人 60万円

２～３人 90万円

４～６人 150万円

７人以上 230万円

10人以上※ 300万円

9 0 円コース 90円以上

１人 90万円

２～３人 150万円

４～６人 270万円

７人以上 450万円

10人以上※ 600万円

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。

①賃金要件：事業場内最低賃金920円未満の事業場
②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前の同じ月に比べて、15％以上減少している事業者
③物価高騰等要件：原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１月の利益率が３％ポイント以上低下している事業者



助成金支給までの流れ（通常コース）

交付申請書・事業実
施計画などを事業場
所在地を管轄する都
道府県労働局に提出

労働局に事業実

施結果を報告

助成金支給までの流れ

審査・
交付決定

審査

交付申請期限：

令和５年１月31日 事業完了期限：

令和５年３月31日

報告期限：

事業完了日から起算して１月を経過する日又

は令和５年４月10日のいずれか早い日

• 交付申請後に事業場内最低賃金を引き上げてください。

• 交付決定後に設備投資等生産性向上のための事業を実施してください。

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 事業完了の期限は、令和５（2023）年３月31日です。

੍
ஔ

交付額確定後、
労働局に支払
い請求を提出

交付決定後、提出し
た計画に沿って取り
組みを実施

交付決定前に行った
設備投資等は助成対
象外です。



今回拡充された点（通常コース）

(a) 特例対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率※

が前年同月に比べ３%ポイント以上低下した事業者」を特例の対象事業者
に追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率（申請前３か月のうちの任意の1か月の総利益または営業
利益の金額を売上高で除した率）

(b) 売上高等が減少している

事業者の要件緩和

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業
者」の要件を緩和します。

・売り上げ減少幅 ：「30％」→「15％」
・売上高の比較対象期間：「2年前まで」→「3年前まで」

(c) 助成上限区分の緩和 (a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の
助成上限額区分を利用できます。

(d) 助成対象経費の要件緩和
特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。

「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」

１．原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例が適用されます
新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります

拡充のポイント



今回拡充された点（通常コース）

拡充のポイント

※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働
者１人当たりの付加価値を指します。助成金の支給
申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３
年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率
が一定水準を超えている場合等に、加算して支給さ
れます。

事業場内最低賃金920円未満の事業場も賃金
引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分
を利用できます。

事業場内最低賃金 助 成 率
生産性※要件を

満たした事業者の助成率

920円以上 3/4 4/5

870円以上
920円未満

4/5 9/10

870円未満 9/10

２．最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます

事業場内最低賃金 助 成 率
生産性※要件を

満たした事業者の助成率

９００円以上 3/4 4/5

９００円未満 4/5 9/10



業務改善助成金（特例コース）

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少
した中小企業事業者等を支援する助成金です。

対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が５％ポイント以上低下した事業者を対象
に追加するなどの拡充を行いました。

就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支
払っていること
就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費（関連する経費）がある場合は、
その費用も支払う必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。支 給 要 件

以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30％以上減少している事業者

・比較する売上高等の生産指標：令和３年４月～令和４年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間：前年、前々年または３年前の同期

② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和３年４月から令和４年12月のうち任意の１月における利益

率が５％ポイント以上低下した事業者

令和３年７月16日から令和４年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること

引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。対象となる事業者（事 業 場）



助成金支給までの流れ（特例コース）

助成金支給までの流れ

交付申請書・事
業実施計画など
を提出する

交付決定後、提出した計画
に沿って取り組みを実施

交付決定前に行った設備投
資等は助成対象外です。

੍
ஔ

審査
労働局に事
業実施結果
を報告

交付額確定
後、労働局
に支払い請
求を提出

交付申請期限：

令和５年１月31日（火）

審査

• 交付申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。
• 交付決定後に、設備投資等生産性向上のための事業を実施してください。

• 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行
い、その差額が支払われた場合は30円以上の引き上げがされたものとして取り扱いま
す。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

事業場内最
低賃金を引
き上げる

賃上げ対象期間

令和３年７月16日～

令和４年12月31日

事業完了期限：

令和５年３月31日

報告期限：

事業完了日から起算して１月を経過する日又

は令和５年４月10日のいずれか早い日



今回拡充された点（特例コース）

拡充のポイント

• 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。
• 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差

額が支払われた場合は30円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。

１．申請期限と賃上げ対象期間を延長します

変 更 前 変 更 後

申 請 期 限 令和４年７月29日まで 令和５年１月31日まで

賃 上 げ
対 象 期 間

令和３年7月16日から

令和３年12月31日まで

令和３年７月16日から

令和４年12月31日まで



今回拡充された点（特例コース）

拡充のポイント

２．対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます

助成対象事業者
の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前年
同月に比べ５％ポイント以上低下した事業者」を追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率（令和３年４月から令和４年12月のうち、任意

の１か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等の
比較対象期間

見 直 し

売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。
見直し前：令和３年４月から［令和３年12月まで］
見直し後：令和３年４月から［令和４年12月まで］

※比較対象期間を２年前まで→３年前までに変更

助成率の
引き上げ

【一律3/4】を､事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】
に引き上げます。



助成額・助成率・助成対象（特例コース）
助成額・助成率

助 成 額 最大100万円 ※ 対象経費の合計額×助成率

助 成 率

事業場内最低賃金により異なります。

920円未満：４／５
920円以上：３／４

A 生産向上等に資する

設備投資等

機械設備※１、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※１：PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員７人以上又は車両本体価格200万円

以下の自動車なども対象（自動車は乗車定員11人以上から拡充）

B 業務改善計画に計上された

関 連 す る 経 費※２
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

※２：「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助 成 対 象

引き上げる労働者数 上 限 額

1人 3 0 万円

2人～3人 5 0 万円

4人～6人 7 0 万円

7人以上 1 0 0 万円

助成額の上限



問い合わせ先など

15

■助成金の要綱・要領や、申請書の様式、記載例等はウェブサイトからダウンロードできます。

滋賀労働局雇用環境・均等室 〒520-0806 大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎
TEL：077-523-1190 FAX:077-527-3277

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター 電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

■お問い合わせ

業務改善助成金（通常コース）についてはこちら（厚生労働省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

業務改善助成金（特例コース）についてはこちら（厚生労働省ホームページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

■交付申請書提出先

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html




育児休業制度が変わります！

～改正育児・介護休業法について

滋 賀 労 働 局 雇 用 環 境 ・ 均 等 室

室 長 補 佐 橋 本 光 敏

令和４年９月14日（水）
労働行政説明会

01-04



１．改正法の全体像

２．改正の各内容

２ － １ ． 個 別 の 周 知 と 意 向 確 認 、 雇 用 環 境 整 備

２ － ２ ． 有 期 雇 用 労 働 者 の 要 件 緩 和 （ 育 児 ・ 介 護 休 業 ）

２ － ３ ． 「 産 後 パ パ 育 休 」 ( 出 生 時 育 児 休 業 ) 創 設 、

育 児 休 業 の 分 割 取 得

２ － ４ ． 育 児 休 業 等 取 得 率 の 公 表

３．制度改正により実現できる働き方・休み方

４．施行に向けたスケジュール

５．関連資料などのご案内
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１．改正法の全体像
令和４年3月までの育児・介護休業制度の概要（育児関係）

２

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日又は時間単位）

子の看護休暇 ※賃金の支払義務なし。

３歳に達するまでの子を養育する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する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する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

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

※ 有期雇用労働者は、下記の要件を満たせば取得可能
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（２歳まで休業の場合は２歳）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

※育児・介護休業法の規定は最低基準であり、事業主が法を上回る措置をとることは可能

令和３年１月１日時点



１．改正法の全体像 育児・介護休業法の概要

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】

子が１歳に達するまでに分割して原則２回まで取得可能（令和４年１０月１日施行）

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日又は時間単位）

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日又は時間単位）

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づけ

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

※育児・介護休業法の規定は最低基準であり、事業主が法を上回る措置をとることは可能

※令和３年６月公布の改正法の内容含む。
（下線は改正箇所）

３

事業主に、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対する育児休業制度等の個別の制度周知・休業取得意向確認の義務づけ
事業主に、育児休業及び出生時育児休業（産後パパ育休）の申出が円滑に行われるようにするため、研修や相談窓口の設置等の雇用環境整
備措置を講じることを義務づけ

個別周知・意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置 （令和４年４月１日施行）

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に、毎年１回男性の育児休業等の取得状況を公表することを義務づけ
育児休業の取得状況の公表 （令和５年４月１日施行）

※ 有期契約労働者は、
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場合であれば取得が
可能（介護、出生時育児休業（産後パパ育休）も同趣旨）
（「引き続き雇用された期間が１年以上」の要件は令和４年４月１日に
廃止されている。）

ｚ
子の出生後８週間以内に４週間まで出生時育児休業（産後パパ育休）の権利
を保障※２回に分割して取得可能、育児休業とは別に取得可能

出生時育児休業（産後パパ育休） （令和４年１０月１日施行）
※賃金の支払義務なし。※出生時育児休業給付金（賃金の67％）あり。



育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の

一部を改正する法律の概要（令和３年法律第58号、令和３年６月９日公布）

出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時
期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認
の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる。

改正の趣旨

・２及び５：令和４年４月１日
・１、３及び６：令和４年10月１日（ただし、６②については令和３年９月１日）
・４：令和５年４月１日 等

施行期日

改正の概要

１ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み『産後パパ育休』の創設 【育児・介護休業法】

子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の２週間前までとする。 ※現行の育児休業（１か月前）よりも短縮
②分割して取得できる回数は、２回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

２ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
を講ずることを事業主に義務付ける。

３ 育児休業の分割取得
育児休業（１の休業を除く。）について、分割して２回まで取得することを可能とする。

４ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

５ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が１年以上である者」であることという要件を廃止
する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が１年未満である労働者を対象から除外
することを可能とする。

６ 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】
①１及び３の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
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２－１ 個別の周知と意向確認、雇用環境整備（令和４年４月１日施行）

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなけれ
ばなりません。（→p７参照）

※雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和４年10月１日から対象。

２．育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等（相談窓口設置）

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の
事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。（→p7参照）

１．妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

改正後の制度の概要

周 知 事 項

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

② 育児休業・産後パパ育休の申し出先

③ 育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

個 別 周 知 ・
意向確認の方法

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注：③④は労働者が希望した場合のみ

5
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実務上のポイント①

措 置 実 施 の 際 の 留 意 事 項 （ 指 針 ※ よ り ( 以 下 同 じ ) ）

① 育児休業に関する制度等を知らせる措置及び育児休業申出に係る労働者の意向を確認するための措置は、労働者による育児休業申
出が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、取得を控えさせるような形での周知及び意向確認の措置の実施は、
法第21条第１項の措置の実施とは認められないものであること。

② 育児休業申出に係る労働者の意向を確認するための措置については、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行え
ばよいものであること。

※指針：子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針（平成21年厚生労働省告示第509号）

● 妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

・・・・・その他のポイント・・・・・

○ 上記指針事項②は、意向確認の措置は、面談／書面の交付／FAX／電子メール等のいずれかの措置を行えばよいことを示したものです。

○ 個別周知や意向確認の措置の実施にご活用いただける素材を、厚生労働省のウェブサイトに掲載しています（詳細次ページ）。

○ 措置は、労働者が希望の日から円滑に育児休業を取得することができるように配慮し、適切な時期に実施することが必要です。具体的には、

・ 妊娠・出産の申出が出産予定日の１か月半以上前に行われた場合：出産予定日の１か月前までに、
・ それ以降に申出があった場合でも、出産予定日の１か月前までに申出が行われた場合：２週間以内、出産予定日の１か月前から２週間前の間

に申出が行われた場合：１週間以内など、できる限り早い時期に措置を行うことが必要であり、
・ 出産予定日の２週間前以降に申出があった場合や、子の出生後に申出があった場合は、できる限り速やかに措置を行うことが必要。

○ 「妊娠・出産」の申出については、「妊娠・出産」に準ずる以下の事実を事業主に申し出ることも、ここでの「申出」に当たります。

・ 労働者が特別養子縁組に向けた監護期間にある子を養育していること、養育する意思を明示したこと
・ 労働者が養子縁組里親として委託されている子を養育していること、受託する意思を明示したこと 等
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7

実務上のポイント②

● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

措 置 実 施 の 際 の 留 意 事 項 （ 指 針 ）

① 雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっては、短期はもとより１か月以上の長期の休業の取得を希望する労働者が希望するとおりの期
間の休業を申出し取得できるように配慮すること。

② 雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっては、可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいものであること。

・・・・・その他のポイント・・・・・

○ 雇用環境の環境整備措置は、p5にあるとおり、①研修、②相談窓口設置、③自社の育休取得の事例提供、④制度と育休取得促進に関する方針の周知
のいずれかを実施することが必要ですが、その際に活用できる素材を、厚生労働省のウェブサイトに掲載しています。

① 「研修」は、全労働者を対象とすることが望ましいですが、少なくとも管理職については、研修を受けたことがある状態にすることが必要です。
② 「相談体制の整備」は、相談体制の窓口の設置や相談対応者を置き、これを周知することを意味します。窓口を形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が

可能な窓口が設けられていることが必要であり、また、労働者に対する窓口の周知等により、労働者が利用しやすい体制を整備しておくことが必要です。
③ 「自社の育休取得の事例提供」は、自社の育児休業の取得事例を収集し、当該事例の掲載された書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い、労働者

の閲覧に供することを意味します。提供する取得事例を特定の性別や職種、雇用形態等に偏らせず、可能な限り様々な労働者の事例を収集・提供すること
により、特定の者の育児休業の申出を控えさせることに繋がらないように配慮することが必要です。

④ 「制度と育休取得促進に関する方針の周知」は、育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものを、事業所内や
イントラネットへ掲示することを意味します。

■雇用環境整備、個別周知・意向確認に活用できる素材

厚生労働省では以下の資料をご用意しています。社内用にアレンジする等してご活用いただけます。

① 社内研修用資料、動画 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/

② 個別周知・意向確認、事例紹介、制度・方針周知ポスター例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

②①

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html


２－２ 有期雇用労働者の要件の緩和（育児・介護休業）（令和４年４月１日施行）

改正前後の制度の概要

●育児休業の場合

(1) 引き続き雇用された期間が１年以上

(2) １歳６か月までの間に契約が満了することが明らかでない

●介護休業の場合

(1) 引き続き雇用された期間が１年以上

(2) 介護休業開始予定日から93日経過日から６か月を経過する
日までに契約が満了することが明らかでない

改正前

育児休業・介護休業いずれも、
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

※無期雇用労働者と同様の取り扱い
（引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は労使協定の締結によ

り除外可）

※※育児休業給付、介護休業給付についても同様に緩和

令和４年４月１日～

実務上のポイント

○ 育児休業の取得要件の、「１歳６か月までの間に契約が満了することが明らかでない」については、改正前から変更ありませんが、判断のポイン
トは以下のとおりです。
・ 育児休業の申出があった時点で労働契約の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。
・ 事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合については、原則として、「労働契約の更新がないことが確実」とは判断されません。
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２－３ 「産後パパ育休」（出生時育児休業）創設、育児休業の分割取得
（令和４年10月１日施行）

改正前後の制度の概要

産後パパ育休（R4.10.1～）
育休とは別に取得可能

育休制度
（R4.10.1～）

育休制度
（現行）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能 (←p11)

原則子が１歳
（最長２歳）まで

原則子が１歳
（最長２歳）まで

申出期限 原則休業の２週間前まで 原則１か月前まで 原則１か月前まで

分割取得
分割して２回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要) (←p11)

分割して２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則分割不可

休業中の就業

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合
意した範囲で休業中に就業することが可能
(←p12,13)

原則就業不可 原則就業不可

１歳以降の
延長

育休開始日を柔軟化※１ 育休開始日は１歳、
１歳半の時点に限定

１歳以降の
再取得

特別な事情がある場合に限り
再取得可能※２

再取得不可

※１ １歳（１歳６か月）以降の育児休業について、期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、育休開始日について、１歳（１歳６か月）時点に
加え、配偶者が１歳（１歳６か月）以降の育児休業を取得している場合には、その配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始予定日とできるようになります。

※２ １歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等
が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。

雇用環境の整備など
について、法を上回る
取組を労使協定で定
めている場合は、
１か月前までとできる

9



（前ページの続き）
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● 申出期限を１か月前までとする労使協定

① 次に掲げる措置のうち、２以上の措置を講ずること。
・ 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
・ 育児休業に関する相談体制の整備
・ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
・ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
・ 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

② 育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。

③ 育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。

労使協定で定めることにより、原則２週間前までとする出生時育児休業の申出期限を現行の育児休業と
同様に１か月前までとしてよいこととする、職場環境の整備等の措置は、次の①～③。

・ 妊娠・出産の申出があった場合に意向確認の措置を行うことは、この労使
協定の締結にかかわらず、法律上の義務になります（p5，6参照）。

・ ここの「意向を把握するための取組」は、法律上の義務を上回る取組とす
ることが必要であり、最初の意向確認のための措置の後に、返事がないよう
な場合は、リマインドを少なくとも1 回は行うことが必要です（そこで、労
働者から「まだ決められない」などの場合は、未定という形で把握）。

ここの「育児休業」に
は、産後パパ育休も
含まれます。

雇用環境の整備など
について、法を上回る
取組を労使協定で定
めている場合は、
１か月前までとできる

・ 「定量的な目標」は「数値目標」を意味します。
・ 法に基づく育児休業の取得率のほか、企業にお

ける独自の育児目的の休暇制度を含めた取得
率等を設定すること等も可能ですが、少なくとも
男性の取得状況に関する目標を設定すること
が必要です。



実務上のポイント①

措 置 実 施 の 際 の 留 意 事 項 （ 指 針 ）

○ 出生時育児休業含む育児休業については、労働者がこれを円滑に取得できるようにするため、事業主においては、休業の申出期限にか
かわらず労働者による申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備を行い、労働者の側においても、業務の円滑な引き継ぎ
等のためには、労働者の意向に応じて早めに申し出ることが効果的であるという意識を持つことが重要であることに留意すること。

●産後パパ育休（出生時育児休業）

・・・・・その他のポイント・・・・・
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○ 産後パパ育休（出生時育児休業）については、従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるように、事業所にあらかじめ制度を導入し、
就業規則の整備等必要な措置を講ずることが必要です。

○ 産後パパ育休の取得可能日数の「４週間」については、各企業における既存の育児目的のための休暇（法定の休暇を除く。）が、産後パパ育休の
取得日数以外の要件を満たすものであれば、当該休暇の日数も含めて４週間が確保されればよいと解されます。

○ 有期雇用労働者については、子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日から６月を経過する日までに契約が満了することが明らか
でない場合に、対象となります。

○ 産後パパ育休申出を２回に分割して取得する場合は、１回目の申出時に、出生後８週間のうちいつ休業しいつ就業するかについて、初回の産後
パパ育休の申出の際にまとめて申し出ることが必要です。（これは、法律上、まとめて申し出ない場合(１回目の出生時育児休業の申出をした後日に２回目の
申出をする場合)には、事業主は２回目の申出を拒むことができるとされているものです。なお、事業主はこれを拒まないとすることも可能であり、その場合、その２回目の申
出について法定の産後パパ育休を取得することとなります。）

○ 育児休業と同様に、産後パパ育休開始予定日の繰上げ・終了予定日の繰下げ変更、申出の撤回が可能です。

○ 労使協定を締結することで、次の労働者を対象外とすることが可能です。
雇用された期間が１年未満の労働者、申出の日から８週間以内に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



●産後パパ育休期間における休業中の就業
～～労使協定をあらかじめ締結している場合に限ります～～

12

《例えば…》所定労働時間が１日８時間、１週間の所定労働日が５日の労働者が、
休業２週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合

⇒ 就業日数上限５日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は８時間未満

《具体的な手続きの流れ》

(1) 労働者が休業中に就業することを希望する場合は、出生時育児休業の開始予定日の前日までに以下を申出。
① 就業可能日
② 就業可能日における就業可能な時間帯（所定労働時間内の時間帯に限る。）その他の労働条件

(2) 事業主は、(1)の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示。
① 就業可能日のうち、就業させることを希望する日（就業させることを希望しない場合はその旨）
② ①の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

※ この事業主の提示に対して、休業開始予定日の前日までに労働者が同意を行った範囲内で就業させることができる。
※ 事業主は、上記の同意を得た場合は、同意を得た旨と、就業させることとした日時その他の労働条件を労働者に通知。

実務上のポイント②

休業開始日 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 13日目 休業終了日

４時間
休 休 ８時間

６時間
休

休
休

６時間

休 休 ４時間 休

《休業中の就業日数等には上限があります》 (注) 育児休業給付や社会保険料免除との関係についてはp14をご参照ください

● 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
● 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満



措 置 実 施 の 際 の 留 意 事 項 （ 指 針 ）

① 育児休業は労働者の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育児休業中は就業しないことが原則であ
り、出生時育児休業期間中の就業については、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働者の意
に反するような取扱いがなされてはならないものであること。

② 出生時育児休業制度に関し、休業中の就業の仕組みについて知らせる際には、育児休業給付及び育児休業（出生時育児休業含
む。）期間中の社会保険料免除について、休業中の就業日数によってはその要件を満たさなくなる可能性があることについてもあわせて
説明するよう留意すること。

・・・・・その他のポイント・・・・・
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（前ページの続き）

○ 労働者が初めに申し出る「就業可能な時間帯その他の労働条件」の「その他」の例としては、就業の場所（テレワークの可否を含む）に関する事項
などが考えられます。

○ 労働者による就業可能日等の提示 → 事業主による日時等の提示 → 労働者の同意 により就業日等が決まりますが、労働者が同意した就業
日等について、
・ 出生時育児休業の開始予定日の前日までは、労働者は、事由を問わず、同意の全部又は一部の撤回が可能です。
・ 出生時育児休業の開始予定日以後は、以下の特別な事情がある場合に限り、労働者が撤回可能です。

① 配偶者の死亡
② 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難
③ 婚姻の解消等により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなった

④ 出生時育児休業申出に係る子が負傷・疾病・障害その他これらに準ずる心身の状況により、２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった
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育児休業（出生時育児休業を含む）を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の67%（180日経過後は

50%）の育児休業給付を受けることができます。

【受給資格とは】育児休業開始日前２年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上ある場合

※ 原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に１か月と計算します。

● 出生時育児休業給付金について
① 給付金の対象となるのは、出生時育児休業期間中の就業日数が一定の水準(※)以内である場合です。

※ 出生時育児休業を28日間（最大取得日数）取得する場合は、10日（10日を超える場合は80時間）。これより短い場合は、それに比例した日数または時間数。
（例：14日間の出生時育児休業の場合は、５日（５日を超える場合は40時間））

② また、出生時育児休業期間中に就業して得た賃金額と出生時育児休業給付金の合計が、休業前賃金日額×休業日数の80％を超える場合
は、当該超える額が出生時育児休業給付金から減額されます。

● 育児休業期間中の社会保険料の免除について
令和４年10月以降に開始した育児休業間中の社会保険料免除については、「14日以上」の日数には、産後パパ育休の休業中の就業の仕組み
（p12～13）により事前に事業主と労働者の間で調整した上で就業した日数は含まれません。

育児休業、出生時育児休業（産後パパ育休）には、給付の支給や社会保険料免除があります
●育児休業給付

●育児休業期間中の社会保険料の免除

！ 休 業 中 の 就 業 を 行 う 際 の 留 意点 ！

育児休業給付について

詳しくはこちら →

育児休業給付の令和４年10月以

降の改正についてはこちら →

下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間（出生時育児休業を含む）における各月の月
給・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
① その月の末日が育児休業期間中である場合
② 令和４年10月以降は

・ ①に加えて、同一月内で育児休業を取得（開始・終了）し、その日数が14日以上の場合、
新たに保険料免除の対象とし、

・ ただし、賞与に係る保険料については連続して１か月を超える育児休業を取得した場合に
限り免除することとしました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
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● 育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行
うことは禁止されています。

● 今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しな
かったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。

● また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止

ハラスメント防止につい

て詳しくはこちら →

《休業中の就業に関する不利益取扱い禁止》

事業主は労働者に対して、休業中の就業に関する次に掲げる事由を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

① 休業中に就業を希望する旨の申出をしなかったこと。

② 休業中に就業を希望する旨の申出が事業主の意に反する内容であったこと。

③ 休業中の就業の申出に係る就業可能日等の変更をしたこと又は当該申出の撤回をしたこと。

④ 休業中の就業に係る事業主からの提示に対して同意をしなかったこと。

⑤ 休業中の就業に係る事業主との同意の全部又は一部の撤回をしたこと。

！ハラスメントの典型例！
・ 育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんて
あり得ない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。

・ 産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しな
い。あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html


または

２－４ 育児休業等取得率の公表（令和５年４月１日施行）

改正後の制度の概要

● 常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年１回公表するこ
とが義務付けられます。

● 具体的には、以下の①または②のいずれかの割合を公表する必要があります。インターネットの
利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるように公表してください。
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公表前事業年度（※１）においてその雇用する
男性労働者が育児休業等（※２)をしたものの数

公表前事業年度（※１）において、事業主が雇用する
男性労働者であって、配偶者が出産したものの数

①育児休業等の取得割合
公表前事業年度（※１）においてその雇用する男性労働者が育児休業等

（※２)をしたものの数 及び 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(※３)を

利用したものの数 の合計数

公表前事業年度（※１）において、事業主が雇用する
男性労働者であって、配偶者が出産したものの数

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

※１ 公表前事業年度： 公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度

※２ 育児休業等： 育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業 及び 法第23条第２項（所定労働時間の短縮の代替措置として３歳未満の子を
育てる労働者対象）又は第24条第１項（小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務）の規定に基づく措置として育児休業に関
する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業

※３ 育児を目的とした休暇： 目的の中に育児を目的とするものであることが明らかにされている休暇制度。育児休業等及び子の看護休暇は除く。
《例えば…》

失効年休の育児目的での使用、いわゆる「配偶者出産休暇」制度、「育児参加奨励休暇」制度、
子の入園式、卒園式等の行事や予防接種等の通院のための勤務時間中の外出を認める制度（法に基づく子の看護休暇を上回る範囲に限る）などが該当。

産後パパ育休（出生時育児休業）も含みます！



実務上のポイント

●育児休業の取得状況の公表

17

■両立支援のひろば（厚生労働省運営のウェブサイト）

両立支援に取り組む企業の事例検索や自社の両立支援の取組状況の診断等が行えます。
育児休業取得率の公表も行えるように改修する予定です（令和３年度末予定）。

両立支援のひろば https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

○ 「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指すものであり、
次のような者は常時雇用する労働者となります。
・ 期間の定めなく雇用されている者
・ 一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であってその雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用さ

れている者と同等と認められる者。すなわち、過去１年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から１年以
上引き続き雇用されると見込まれる者

○ 「インターネットの利用」とは、自社のホームページや『両立支援のひろば』（詳細下記）の利用等を指します。

○ 「育児休業等」について、産後パパ育休とそれ以外の育児休業等について分けて割合を計算する必要はなく、産後パパ育休
も含めた育児休業等の取得者数について計算すればよいものです。

○ 公表に当たっては、公表する割合とあわせて、以下も明示してください。
・ 当該割合の算定期間である公表前事業年度の期間
・ 前ページ①（育児休業等の取得割合）又は②（育児休業等と育児目的休暇の取得割合）いずれの方法により算出したものか

○ 育児休業を分割して２回取得した場合や、育児休業と育児を目的とした休暇制度の両方を取得した場合等であっても、当該
休業や休暇が同一の子について取得したものである場合は、１人として数えます。

また、事業年度をまたがって育児休業を取得した場合には育児休業を開始した日を含む事業年度の取得、分割して複数の事
業年度において育児休業等を取得した場合には最初の育児休業等の取得のみを計算の対象とします。

○ 公表する割合は、算出された割合について少数第１位以下を切り捨てたものとし、配偶者が出産したものの数(分母となるも
の)が０人の場合は、割合が算出できないため「－」と表記してください。

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/


３．制度改正により実現できる働き方・休み方
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ピンク色の矢印が、
今回の改正で新たに
できるようになることです

改正前



４．施行に向けたスケジュール
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令和４年４月１日～
●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件変更
●必要に応じ、対象除外者に係る労使協定締結

令和４年１０月１日～
●出生時育児休業（産後パパ育休）導入
●育児休業制度の変更

就業規則等見直し➡



５．関連資料などのご案内

20

■男性の育児休業取得促進セミナーのご案内

イクメンプロジェクトでは、改正育児・介護休業法も踏まえて、男性の育児休業取得促進等

に関するセミナーを開催しています。

③ 男性の育児休業取得促進セミナー
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/ 

③

■改正育児・介護休業法に関する資料

厚生労働省の以下のページに関係条文等最新情報を順次掲載しています。

④ 育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

④

■雇用環境整備、個別周知・意向確認に活用できる素材
厚生労働省では以下の資料をご用意しています。社内用にアレンジする等してご活用いただけます。

① 社内研修用資料、動画 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/

② 個別周知・意向確認、事例紹介、制度・方針周知ポスター例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

①

②

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html


男性の育児休業取得促進事業（イクメンプロジェクト）https://ikumen-project.mhlw.go.jp/

■「イクメンプロジェクト」とは

○積極的に育児をする「イクメン」及び「イクメン企業」を周知・促進するプロジェクト（H22年度から実施）

○企業・個人に対する仕事と育児の両立に関する情報・好事例等の提供や経営者・人事労務担当者や若年層向け

セミナーの開催等により、男性の育児休業取得等に関する取組を促進する。

■「イクメンプロジェクト」のねらい

○男性の育児休業の取得や育児短時間勤務の利用を契機とした、職場内の業務改善や働き方の見直しによるワーク・ライフ・バランスの実現

○男性の育児に参画したいという希望の実現や育児休業の取得促進、女性の継続就業率と出生率の向上

21

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
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ご清聴ありがとうございました

ご質問・お問合せは

滋賀労働局雇用環境・均等室 まで

〒520-0806
大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎４階
TEL：077-523-1190 FAX:077-527-3277





滋賀労働局職業安定部職業安定課

令和４年度 労働行政説明会

令和４年10月改正の育児休業給付制度について

01-05



【目次】

１．令和４年10月から育児休業給付制度が変わります

～育児休業の分割所得、産後パパ育休に対応した育児休業

給付が受けられます～

２．育児休業の分割取得について

３．出生時育児休業給付金について



１．令和４年 1 0月から育児休業給付制度が変わります
～育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます～

育児・介護休業法の改正により、令和４年10月から、育児休業の２回までの分割と、産後パパ育休（出生時育児休
業）の制度を施行します。これに伴い、育児休業給付についても以下の点が変更となります。

〇子の出生後８週間以内に４週間まで取得できる産後

パパ育休制度が創設されます。この産後パパ育休を取

得した場合に出生時育児休業給付金が受けられます。

〇支給要件

・休業開始日前２年間に、賃金支払基礎日数が11日以

上ある（ない場合は就業している時間数が80時間）以

下であること。

〇支給額

・休業開始時賃金日額（原則、育児休業開始前６か月

間の賃金を180で除した額）✕支給日数✕67％

〇申請期間

・出生日の８週間後の翌日から起算して２か月後の月

末まで

〇１歳未満の子について、原則２回の育児休業

まで、育児休業給付金を受けられるようになり

ます。

〇３回目以降の育児休業については、原則給付

金は受けられませんが、例外事由に該当する場

合には、回数制限から除外されます。

〇育児休業の延長事由があり、かつ夫婦交替で

育児休業を取得する場合（延長交替）は、１歳

～１歳６か月、１歳６か月～2歳の各期間にお

いて夫婦それぞれ１回に限り育児休業給付金が

受けられます。

産後パパ育休（出生時育児休業）育児休業の分割取得



２．育児休業の分割取得について【詳細１】

〇同一の子について、原則２回の育児休業まで、育児休業給付金の支給対象となります。

〇３回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に該当する場合は回数

制限から除外されます。

①別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新た

な休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合

②育児休業の申出対象である１歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居

しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合

例外事由１

③育児休業の申出対象である１歳未満の子が、負傷、疾病等により、２週間以上の期間にわたり世話をする必

要となった場合

④育児休業の申出対象である１歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申込を行っているが、

当面その実施が行われない場合

例外事由２



２．育児休業の分割取得について【詳細２】

〇育児休業の延長事由（保育所等で保育の実施が行われない場合等）があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取

得する場合、１歳～１歳６か月と１歳６か月～２歳の各期間中、夫婦それぞれ１回に限り育児休業給付金の支

給対象となります。

〇１歳以降に延長した場合の育児休業開始日について、９月30日までは１歳～１歳６か月及び１歳６か月～２

歳の各期間の初日に限定されていました。

〇10月１日以降は、１歳以降の延長の場合の育児休業の開始日を柔軟化し、各期間の途中でも夫婦交替での育

児休業の取得（「延長交替」）が可能となります。

例外事由１変 更 点



３．出生時育児休業給付金について【詳細１】

子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる産後パパ育休（出生時育児休業）制度が創設されます。

この産後パパ育休（出生時育児休業）を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。

出生時育児休業期間について、次の要件をすべて満たしている場

合に支給されます。

イ 出生時育児休業期間の初日から末日まで継続して被保険者資格

を有していること。

ロ 出生時育児休業期間の就業日数が10日以下であること。10日を

超える場合は就業している時間が80時間以下であること。

※休業期間が28日間より短い場合は、日数に比例して短くなります。

・14日間休業→最大５日（５日を超える場合は40時間）

・10日間休業→最大４日（４日を超える場合は約28.57時間）

※出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単

位は端数は切り捨てます。また、出生時育児休業を分割して取得す

る場合は、それぞれの期間ごとに端数処理を行います。

ハ 出生時育児休業中の就労に対して事業主から支払われた賃金が、

休業開始時の賃金月額の80％未満であること。

出生時育児休業（産後パパ育休）を取得した被保険者で、次

のいずれにも該当する場合

イ 子の出生日から８週間を経過する日の翌日までの期間内に、４

週間（２８日）以内の期間を定めて、当該子を養育するための出生

時育児休業を取得した被保険者であること。

（イ）ここでいう「出生時育児休業」とは、「出生日または出産予

定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日か

ら８週間を経過する日の翌日まで」の期間内に４週間（28日）まで

の範囲で取得するものをいい、休業取得時に退職が確定（予定）し

ている休業は支給の対象となりません。

（ロ）産後休業（出生日の翌日から８週間）は出生時育児休業給付

金の対象外です。

（ハ）育児をする子は実子・養子を問いません。

※出生時育児休業は同一の子について２回まで分割して取得できま

す。

ロ 出生時育児休業を開始した日の２年間に、賃金支払基礎日数が

11日以上ある（ない場合は就業している時間数が80時間以上の）完

全月が12か月以上あること。

受給資格 支給要件



３．出生時育児休業給付金について【詳細２】

子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる産後パパ育休（出生時育児休業）制度が創設されます。

この産後パパ育休（出生時育児休業）を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。

雇用する被保険者が出生時育児休業を開始したときは、次の手続きが

必要です。受給資格の確認申請及び出生時育児休業給付金の支給申請は育児

休業給付金支給と異なり、同時に行う必要があります。

〇届出書類

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書（育児）」

「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」

〇提出期間・・・子の出生日（出産予定日前に子が出生した場合は、当該出

産予定日）から８週間を経過する日の翌日から提出可能となり、当該日から

2か月を経過する日の属する月の月末まで

〇持参するもの・・・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど出

生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額及び支給状況を証明することが

できるもの、母子健康手帳、育児休業申出書、育児休業承認書、医師の診断

書（分娩（出産予定証明書））等での出産予定日及び出産日を確認すること

ができるもの（いずれも写しで可。）

〇「賃金月額証明書」の提出について

受給資格確認票・出生時支給申請書を提出するまでに提出が必要

（１）休業期間中に賃金が支払われていない場合

〇支給額

＝休業開始時賃金日額✕休業期間の日数（28日が上限）✕67％

※給付率について

出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付の支給率67％

の上限日数である180日に通算されます。181日目以降は支給率50％となり

ます。

（２）休業期間中の就労に対して事業主から賃金が支払われている場合

イ 支払われた賃金が「休業開始時賃金日額✕休業期間の日数」の13％以

下の場合

〇支給額＝休業開始時賃金日額✕休業期間の日数✕67％

ロ 支払われた賃金が「休業開始時賃金日額✕休業期間の日数」の13％超

～80％未満の場合

〇支給額＝休業開始時賃金日額✕休業期間の日数の80％相当額と賃金の差額

ハ 支払われた賃金が「休業開始時賃金日額✕休業期間の日数」の80％以

上の場合

〇支給額＝支給されません。

支給額 支給申請等



★令和４年10月改正育児休業給付制度の

詳細（リーフレット等）については

厚生労働省ＨＰからダウンロードできます。

「厚生労働省雇用保険制度」で検索

→トピックス2022年9月1日掲載

令和４年10月１日から施行される育児休業給付制度の改正について

ご静聴ありがとうございました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00028.html


滋賀労働局 需給調整事業室

令和4年度 労働行政説明会

労働者の募集のルールが変わります ～改正職業安定法について～

01-06



• 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます

• 個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります

• 求人メディア等について届け出制が創設されます

求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の
質の向上を目的として、「求人等に関する情報の的確な表示の義務
化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア
等に関する届出制の創設」の改正が行われました。

2022（令和４）年10月１日施行



１求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます

各事業者に対して、求人等に関する➀～⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられます。

①求人情報 ②求職者情報 ③求人企業に関する情報 ④自社に関する情報 ⑤事業の実績に関する情報

募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を

変更する。

求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の

終了や内容変更を反映するよう依頼する。

いつの時点の求人情報かを明らかにする

求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を

依頼された場合には、速やかに対応する。

虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、

以下の求人情報・求職者情報を正確・最新の内容に保つ措置を

講じなければなりません。

虚偽の 表示 ・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。ま

た 、以下の措置を行うなど、求人情報を正確・最新の内容に

保たなければなりません 。

職業紹介事業者、募集情報等提供事 業者の義務求人企業の義務

全ての事業者
•求人情報・求職者情報の提供中止や訂正を求められたら、遅滞なく対応する。
•求人情報・求職者情報が正確・最新の内容でないことを確認したら、遅滞な
く情報提供依頼者に訂正があるかを確認するか、情報の提供を中止する。

職業紹介事業者
•求人者・求職者に定期的に求人情報・求職者情報が最新かどうか確認する。
または
•求人情報・求職者情報の時点を明らかにする。

依頼を受けて情報を提供する募集情報等提供事業者
•情報提供依頼者に、募集が終了した場合や求人情報・求職者情報の内容変更
について速やかに通知するよう依頼する。
または
•求人情報・求職者情報の時点を明らかにする。

自ら収集した情報を提供する募集情報等提供事業者
•求人情報・求職者情報を定期的に収集・更新し、その頻度を明らかにする。
または
•求人情報・求職者情報の時点を明らかにする。

3



２個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります

求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・

使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明らかにしなくてはなりません 。

× •「募集情報等提供のために使用します」とのみ表示。

•「求人情報に関するメールマガジンを配信するために利用します」と表示。

•「会員登録時に入力いただいた情報を、当社の会員企業に提供します」と表示。

4



３求人メディア等について届出制が創設されます

従来の求人メディア・求人情報誌だけでなく、インターネット上の公開情報等から収集（クローリング）した求人情

報・求職者情報を提供する サービス 等を行う事業者も職業安定法の「募集情報等提供事業者」になりました。

特定募集情報等提供事業者も、職業安定法の個人情報に関する

規定の対象となります。

特定募集情報等提供事業者（求職者に 関する 情報を収集する

募集情報等提供事業者）に、届出制が導入されます。

また、年に１度、提供している募集情報等の規模等の事業の概

況を報告する必要があります。

※「求職者に関する情報」には、氏名等の特定の個人が識別で

きる個人情報だけでなく、メールアドレスや経歴、サイトの閲

覧履歴等を含みます 。

個人情報の保護特定募集情報等提供事業者の届出

令和４年10月１日時点で特定募集情報等提供事業を行っている
事業者は、令和４年12月31日までに届け出る必要があります。

！

届出が「必要」な例
・会員登録を求めている場合
・メールアドレスを集めて配信している場合
・閲覧履歴に基づく情報提供をしている場合

届出が「不要」な例
・紙媒体でのみ情報提供している場合

・業務の目的の範囲内で個人情報を収集・使用・保管しなくて

はなりません。

・業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。

・個人情報をみだりに第三者に提供してはなりません。

5



さらに詳しく知るための情報

6

■厚生労働省ウェブサイト

2022（令和４）年職業安定法改正に関する情報やＱ＆Ａ、届出の記載例を公開しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html

■人材サービス総合サイト

職業紹介事業者の一覧や事業実績を公開しています。

2022年 10 月以降は、届け出た特定募集情報等提供事業者の一覧を公開します。

https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010

さらに詳しく知るための情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010


2021年4月1日

滋賀労働局労働基準部監督課

中根 里彩

法定割増賃金率の引き上げについて

～令和５年４月１日より中小企業を含め全面適用となります～
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法定割増賃金率の引き上げについて

平成２２年４月１日に施行された改正労働基準法により、大企業の月６０時間を超える時間外労働に対する割増賃

金率が５０％に引き上げられた。令和５年（２０２３年）４月１日より中小企業を含め全面適用となり、中小企業

の１か月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率が５０％に引き上げられる。



深夜・休日労働の取扱い

深夜労働との関係

月６０時間を超える時間外労働を深夜の時間帯（２２時００分から翌５時００分）に行わせる場合、

深夜割増賃金率２５％＋時間外割増賃金率５０％＝７５％

となる。

休日労働との関係

月６０時間の時間外労働の算定には、労働基準法第３５条に規定する法定休日に行った労働時間※は含まれない。

但し、法定休日以外の休日に行った休日労働が法定労働時間を超えた場合、時間外労働の算定に含まれる。

※休日労働の割増賃金率は３５％

45Ｈ 60Ｈ 80Ｈ
時間外労働時間数

深夜労働に対する割増賃金率

従来の時間外労働に対する割増賃金率

法改正に伴い引き上げられた割増賃金率

50%

75%

割

増

賃

金

率
25%



代替休暇について

代替休暇

１か月６０時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、過半数組合（過半数組合がない場合は

事業場の過半数代表者）と労使協定を締結することで、引き上げ部分の割増賃金の支払の代わりに有給の代替休暇

付与することができる。

労使協定で定める事項

①代替休暇の時間数の具体的な算定方法

②代替休暇の単位

③代替休暇を与えることができる期間

④代替休暇の取得決定方法、割増賃金の支払日

45Ｈ 60Ｈ 80Ｈ

時間外労働時間数

労使協定により代替

休暇にできる部分

代替休暇にできない

部分

割

増

賃

金

率

50%

25%

換算率×

換算率

＝

－

1か月の時間

外労働時間数

代替休暇を取得しなかった場合に

支払こととされている割増賃金率

代替休暇を取得した場合に支払こ

ととされている割増賃金率

代替休暇の

時間数

代替休暇の算定方法

＝

-60

 

（例）８０時間の時間外労働を行った場合の代替休暇

   ５０％-２５％＝２５％（左図の換算率）

    (８０－６０)×２５％＝5時間・・・代替休暇時間



就業規則の変更について

就業規則

賃金の決定等に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項となるので、割増賃金率の引き上げに合わせて就業規

則の変更が必要となる場合がある。

また、変更された就業規則は遅滞なく、所轄労働基準監督署長宛て届け出る必要がある。

（記載例）

割増賃金

第〇条  時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。

(１) １か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の１か月は毎月〇日を起算日とする。

① 時間外労働４５時間以下・・・２５％

② 時間外労働４５時間超～６０時間以下・・２５％

③ 時間外労働６０時間超・・・・・５０％

④ ③の時間外労働のうち代替休暇を取得した時間・・・２５％（残り２５％の割

増賃金は代替休暇に充当する。）





化学物質に関する法令改正について

労働基準部健康安全課

地方労働衛生専門官 閨 一繁

令和５年４月１日
労働安全衛生法改正
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化学物質に関する法令改正
（ ※ 今回の労働行政説明会は、様々な業種が対象の
ため、ほぼ全てに共通する内容のみ掲載しています ）

令和 ４年 ８月 現在

滋賀労働局労働基準部健康安全課

1【※資料、イラストは厚生労働省ＨＰから引用】

※一部
抜粋版



① 厚生労働省リーフレットに沿った説明
厚生労働省が公表しているリーフレットの
順番に沿って、基本的な内容を説明します。

今回の説明会は様々な業種が対象のため
ほぼ共通する内容のみ掲載しています。

② 説明資料の注釈について
説明資料に、根拠条文、改正の背景、厚生労働省通達
（解釈）を記しています。環境を良くするための進め方等、
より理解を深めていただければと思います。

化学物質に関する改正法令
についての説明内容

2



3

現在の化学物質規制の仕組み
（特化則等による個別具体的規制を中心とする規制）

具体的な措置義務
（※特別規則）

がかかってるのは、
この範囲。

化学物質の
労働災害の
８割はここで
発生

大阪の胆管がん（ジクロロプロパン）、福井の膀胱がん（オルト－トルイジン）も当時はココ



国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や

有害性が不明な物質が多く含まれます。化学物質を原因とする労働災害（がん等の遅発性

疾病を除く。）は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。

これらを踏まえ、新たな化学物質規制の制度（下図）が導入されました。

見直し後の化学物質規制の仕組み
（自律的な管理を基軸とする規制）

4

ポ
イ
ン
ト
！

（順次、ラベル表示・SDS交付の義務化が進められている）



１－１ ラベル表示・ＳＤＳ等による通知の
義務対象物質の追加

労働安全衛生法（安衛法）に基づくラベル表示、安全データシート（SDS）等による通知と

リスクアセスメント実施の義務の対象となる物質（リスクアセスメント対象物※）に、国に

よるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質を順次追加します。

※リスクアセスメント対象物：労働安全衛生法第57条の３でリスクアセスメントの実施が
義務付けられている危険・有害物質

2024(R6).4.1施行 （安衛法５７条①、安衛法５７条の２①、施行令別表第９）

（令和４．７現在）６７４物質 → （令和６．４～）９０３物質

5



１－２ リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務

（1）労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置①

① 労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を、以下の方法等で

最小限度にしなければなりません。

ⅰ 代替物等を使用する

ⅱ 発散源を密閉する設備、局所排気装置

または全体換気装置を設置し、稼働する

ⅲ 作業の方法を改善する

ⅳ 有効な呼吸用保護具を使用する

2023(R5).4.1施行 （安衛則５７７条の２① 令和５年３月までは法５７条の３②により努力義務）

実施時期と手法等 ： （厚生労働省通達の抜粋）「リスクアセスメント」とは、法第57条の３第１項の規定により行わ
れるリスクアセスメントをいうものであり、安衛則第34条の２の７第１項に定める時期において、化学物質等による
危険性又は有害性等の調査等に関する指針（平成27年９月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指
針公示第３号）に従って実施すること。
ただし、事業者は、化学物質のばく露を最低限に抑制する必要があることから、同項のリスクアセスメント実施時期
に該当しない場合であっても、ばく露状況に変化がないことを確認するため、過去の化学物質の測定結果に応じた
適当な頻度で、測定等を実施することが望ましい。

6

最小限度の基準はないが、ＲＡの結果を踏まえて
可能な限り最小限に抑えること。

高

優
先
順
位

低
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１－２ リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務

（1）労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置②

② リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることで

労働者に健康障害を生ずるおそれがない物質として

厚生労働大臣が定める物質（濃度基準値設定物質）は、労働者がばく露される程度を

厚生労働大臣が定める濃度の基準（濃度基準値）以下としなければなりません。

2024(R6).4.1施行 （安衛則５７７条の２② 令和６年３月までは別の規定になっており要注意）

（厚生労働省通達の抜粋）「厚生労働大臣が定める濃度の基準」については、順次、大臣告示で定めていく予
定であること。本規定の労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法には、次に掲げる
方法が含まれること。この場合、これら確認の実施に当たっては、別途定める事項に留意する必要があること。

① 個人ばく露測定の測定値と濃度基準値を比較する方法、作業環境測定（Ｃ・Ｄ測定）の測定値と濃度基準値
を比較する方法
② 作業環境測定（Ａ・Ｂ測定）の第一評価値と第二評価値を濃度基準値と比較する方法
③ 厚生労働省が作成した ＣＲＥＡＴＥ－ＳＩＭＰＬＥ等の数理モデルによる推定ばく露濃度と濃度基準値と比較
する等の方法

「 厚生労働省 クリエイト シンプル 」 で検索
（支援ツールの活用）

（後掲 1－8）濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれ
があるときは、速やかに、医師等による健康診断を実施しなければなりません。

別途、告示
で示される
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１－２ リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務

（２） （1）に基づく措置の内容と労働者のばく露の状況についての
労働者の意見聴取、記録作成・保存

(1)に基づく措置の内容と労働者のばく露の状況について、労働者の意見を聴く機会を設け、

記録を作成し、３年間保存しなければなりません。

ただし、がん原性のある物質として厚生労働大臣が定めるもの（がん原性物質）は30年間

保存です。

(3) リスクアセスメント対象物以外の物質にばく露される濃度を最小限とする努力義務

(1)①のリスクアセスメント対象物以外の物質も、労働者がばく露される程度を、

(1)①ⅰ～ⅳの方法等で、最小限度にするように努めなければなりません。

努力義務 2023(R5).4.1施行

(1)①に関する部分

2024(R6).4.1施行(1)②に関する部分

2023(R5).4.1施行

（安衛則５７７条の３）

（安衛則５７７条の２⑩⑪ 令和６年３月までは②③）

← 安全衛生委員会など
労働者数が５０人未満の事業者など、委員会を設
けるべき事業者以外の事業者は、安全又は衛生
に関する事項について、関係労働者の意見を聴く
ための機会を設けるようにしなければなりません。
（安衛則第２３条の２ ））

別途、告示で示される。
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１－３ 皮膚等障害化学物質等
への直接接触の防止

皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質

と当該物質を含有する製剤を製造し、または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、

その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。

① 健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造し、または取り扱う業務に

従事する労働者

▶ 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等 適切な保護具を使用する

② 健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、または

取り扱う業務に従事する労働者（①の労働者を除く）

▶ 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等 適切な保護具を使用する

努力義務

2024(R6).4.1施行義務

2023(R5).4.1施行

努力義務 2023(R5).4.1施行

（安衛則５９４条の２①）

（安衛則５９４条の３① 令和６年３月までは安衛則５９４条の２①）

これまでは、備え付けのみ規定
（安衛則５９４条）

SDSで確認
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１－４ 衛生委員会の付議事項の追加

衛生委員会の付議事項に、 1-2(1)と1-8(1)に関する

以下①～④の事項を追加し、化学物質の自律的な管理

の実施状況の調査審議を行うことを義務付けます※。

① 労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置に関すること

② 濃度基準値の設定物質について、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とするため

に講ずる措置に関すること

③ リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずるばく露防止措置の一環

として実施した健康診断の結果とその結果に基づき講ずる措置に関すること

④ 濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるとき

に実施した健康診断の結果とその結果に基づき講ずる措置に関すること

※ 衛生委員会の設置義務のない労働者数50人未満の事業場も、労働安全衛生規則（安衛則）
第23条の２に基づき、上記の事項について、関係労働者からの意見聴取の機会を設け
なければなりません。

2023(R5).4.1施行①に関する部分

2024(R6).4.1施行②～④に関する部分

（安衛則２２条⑪）

今回の法令改正に関する内容の一部が、衛生委員会の付議事項
（衛生委員会で調査・審議しなければならない事項） に追加された。
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１－８ リスクアセスメント対象物に関する
事業者の義務 リスクアセスメント対象物健康診断

(1) リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講じるばく露防止措置の一環と

しての健康診断の実施・記録作成等

• リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずるばく露防止措置の一環と

して、リスクアセスメント対象物による健康影響の確認のため、事業者は、労働者の意見

を聴き、必要があると認めるときは、医師等（医師または歯科医師）が必要と認める項目

の健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければなりません。

• 1-2(1)②の濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれ

があるときは、速やかに、医師等による健康診断を実施しなければなりません。

• 上記の健康診断を実施した場合は、その記録を作成し、５年間（がん原性物質に関する

健康診断は30年間）保存しなければなりません。

2024(R6).4.1施行 （安衛則５７７条の２③④⑤ ←令和６年３月までは別の規定になっている。）

（厚生労働省通達の抜粋）本規定は、リスクアセスメント対象物に
ついて、一律に健康診断の実施を求めるのではなく、リスクアセスメ
ントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、リスクの程度に応じ
て健康診断の実施を事業者が判断する仕組みとしたものであること。
「必要があると認めるとき」に係る判断方法及び「医師又は歯科医師
が必要と認める項目」は、別途示すところに留意する必要があること。



２－１ 化学物質管理者の選任
（１） 選任が必要な事業場

リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、譲渡提供をする事業場（業種・規模要件なし）

・個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場ごとに化学物質管理者を選任します。

・一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は、対象外です。

・事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能です。

2024(R6).4.1施行

（厚生労働省通達の抜粋）衛生管理者の職務は、事業場の衛生全般に関する技術的事項を管理することで
あり、また有機溶剤作業主任者といった作業主任者の職務は、個別の化学物質に関わる作業に従事する労
働者の指揮等を行うことであり、それぞれ選任の趣旨が異なるが、化学物質管理者が、化学物質管理者の職
務の遂行に影響のない範囲で、これらの他の法令等に基づく職務等と兼務することは差し支えないこと。

本規定の「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」には、例えば、リスクアセスメント対象物を取り扱
う作業工程が密閉化、自動化等されていることにより、労働者が当該物にばく露するおそれがない場合であっ
ても、リスクアセスメント対象物を取り扱う作業が存在する以上、含まれること。

12

（安衛則１２条の５①） 氏名の周知（掲示など）も必要

• ラベル・SDS等の確認、化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理

• リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理

• 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存、労働者への周知、教育

• ラベル・SDSの作成（リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合）など

職務
内容
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２－１ 化学物質管理者の選任
（２） 選任の要件

化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者

科 目 時間

学
科
教
育

化学物質災害の発生の原因 １時間

化学物質の危険有害性 ２時間

関係法令 １時間

化学物質の危険性または有害性
の調査

３時間

化学物質の危険性または有害性
の調査の結果に基づく措置

２時間

実
習

化学物質の危険性または有害性
の調査とその結果に基づく措置

３時間

※ 専門的講習のカリキュラムは、
右図の内容を厚生労働大臣告示で
示す予定です。

2024(R6).4.1施行

リスクアセスメント対象物の
製 造 事 業 場

専門的講習※の修了者

リスクアセスメント対象物の
製造事業場以外の事業場

資 格 要 件 な し
（専門的講習等の受講を推奨）

（安衛則１２条の５③）

（厚生労働省通達の抜粋）「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」は、厚生労働大臣が
定める科目について、自ら講習を行えば足りるが、他の事業者の実施する講習を受講させることも差し支
えないこと。また、「これと同等以上の能力を有すると認められる者」については、本項第２号イの厚生労働
大臣が定める化学物質の管理に関する講習に係る告示と併せて、おって示すこととすること。

（厚生労働省通達の抜粋） 「必要な能力を有すると認められる者」
とは、安衛則第12条の５第１項各号の事項に定める業務（リスクアセ
スメントの業務）の経験がある者が含まれること。また、適切に業務を
行うために、別途示す講習等を受講することが望ましいこと。

（化学物質を
取り扱う事業場など）

（化学物質を製造する事業場）

化学物質の知識不足、管理
不足も災害要因であるため。

合計１２時間
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２－２ 保護具着用管理責任者の選任

2024(R6).4.1施行

(1) 選任が必要な事業場

リスクアセスメントに基づく措置として

労働者に保護具を使用させる事業場

(2) 選任要件

化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者

(3) 職務

有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に関わる業務

氏名の周知（掲示など）も必要

（厚生労働省通達の抜粋）「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」には、次に掲げる者が
含まれること。なお、次に掲げる者に該当する場合であっても、別途示す保護具の管理に関する教育を受講
することが望ましいこと。また、次に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、上記の保護具
の管理に関する教育を受講した者を選任すること。
（ ①～④略 ）
⑤ 作業主任者（有機溶剤、特定化学物質など）の資格を有する者
（ ⑥ 略 ）
職務の実施に支障がない範囲内で、作業主任者が保護具着用管理責任者を兼任しても差し支えないこと。

（安衛則１２条の６）
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制度の内容・職場の化学物質管理
に関する相談窓口

職場における化学物質管理に関する以下のような相談にお応えする窓口を設置しています。

・制度の内容に関する相談 ・職場で使用する化学物質のラベルやSDSに関すること

・リスクアセスメントの実施方法等

事業者のための化学物質管理無料相談窓口（テクノヒル株式会社 化学物質管理部門）

電 話 050-5577-4862 FAX: 03-5642-6145

受付時間 平日 10:00～17:00（12:00～13:00を除く）

※ 土日祝日・国民の休日・年末年始を除く

開設期間 2022年４月１日～2023年３月17日（以降の開設期間とお問い合わせ先は未定）

メールでのお問い合わせも受け付けています。

詳しくはテクノヒル株式会社のウェブサイトをご覧ください。

https://www.technohill.co.jp/telsoudan/ R4.6.1

今回の労働行政説明会では
あらゆる業種が対象のため
ほぼすべてに共通する内容
のみを掲載しています。

令和 ４年 ８月 現在

【※資料、イラストは厚生労働省ＨＰから引用】

https://technohill.co.jp/telsoudan/


2021年4月1日

滋賀労働局労働基準部監督課

中根 里彩

建設事業、自動車運転の業務、医師に係る時間外労働の
上限規制について

～令和６年４月１日より適用となります～

01-09



時間外労働の上限規制について

平成３１年４月１日に施行された改正労働基準法により、時間外労働の上限規制が導入された（中小企業について

は令和２年４月１日からの適用。）。



建設事業、自動車運転の業務、医師に係る時間外労働の
上限規制

令和６年４月１日以降、適用を猶予されていた建設事業、自動車運転の業務及び医師についても時間外労働の上限

規制が適用となる。

原則となる上限規制は、一般の事業・業務と同じであるが一部適用の除外等がある。

建設事業

自動車運転の

業務

医師

事業・業務
猶予期間中の取扱い

（令和６年３月３１日まで）

猶予後の取扱い

（令和６年４月１日以降）

●災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。

●災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、

   ✓月100時間未満

   ✓２∼６か月平均８０時間以内

とする規制は適用されません。

●特別条項付き３６協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年９６０時間となり

ます。

●時間外労働と休日労働の合計について、

   ✓月100時間未満

   ✓２∼６か月平均８０時間以内

とする規制は適用されません。

●時間外労働が月４５時間を超えることができるのは年６か月までとする規制は適用され

ません。

医療機関をＡ、連携Ｂ、Ｂ、Ｃ-１及びＣ－２水準に分け、その中で従事する医師の業務

によって、上限規制を適用します。

上限規制は適用されません。



医師に係る時間外・休日労働時間の上限規制

医療機関の水準と時間外労働・休日労働の上限規制

診療従事勤務医の一般的な水準をＡ水準とし、連携Ｂ、Ｂ、Ｃ－１及びＣ－２に指定された医療機関において、指

定された理由となった業務に従事する医師のみが連携Ｂ、Ｂ、Ｃ－１及びＣ－２に適用される上限規制を受ける。

－

臨床研修医・専攻医が研修プ

ログラムに沿い基礎的な技

能・能力を習得

臨床従事６年目以降の医師

が、高度な技能・能力を習得

医師の派遣を通じて、地域の

医療体制を確保

長時間労働となる理由

１００時間未満 ９６０時間以内 １８６０時間以内

医療機関が必要と

する指定

－

(Ａ)

連携Ｂ

３６協定の１か月

の上限時間

３６協定の１年の

上限時間

実際の１年の上限

時間

医師に適用される水準（原則）

１００時間未満 ９６０時間以内 ９６０時間以内

１８６０時間以内

１８６０時間以内

Ｂ

Ｃ－１

１００時間未満Ｃ－２ １８６０時間以内 １８６０時間以内

１００時間未満 １８６０時間以内

１００時間未満 １８６０時間以内

地域医療の観点から必須とさ

れる機能



滋賀県産業安全の日
（11月15日）について

労働基準部健康安全課
地方産業安全専門官 谷澤 健太

02-01



１

滋賀県産業安全の日
準備期間 １１月１１日～１１月１４日
改善期間 １１月１６日～１１月３０日
無災害運動期間１１月１１日～１１月３０日

毎年１１月１５日は、

厚生労働省キャラクター
｢たしかめたん｣ 滋賀県イメージ

キャラクター
｢うぉーたん｣

令和４年度は、無災害運動の
参加申込み時に希望いただい
た事業場に、厚生労働省と滋
賀県のイメージキャラクター
「たしかめたん・キャッ
フィー・うぉーたん」をデザ
インした労働災害防止啓発ス
テッカーを配布します。
たくさんのご参加をお待ちし
ております！

令和４年度ポスター 令和４年度リーフレット
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１.趣旨・目的
滋賀県民の労働災害防止についての意識高

揚と事業場における自主的な労働災害防止活

動の推進を図るため、平成３年から滋賀労働

局が定めたものです。

また、平成２５年から、各業種の特性に応

じた自主的な安全衛生活動を広く推奨するた

め「滋賀県産業安全の日無災害運動」を展開

しており、滋賀労働局では、参加申込の受付

け、結果報告のとりまとめ、無災害運動参加

証の交付や運動期間中の無災害事業場名の公

表などの各種支援を行っています。

滋賀県産業安全の日
毎年１１月１５日は

令和４年度は無災害運動参加申込み事業場に労働災害防止啓発ステッカーを配布します。
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２. 協賛者
滋賀県
日本労働組合総連合会滋賀県連合会
一般社団法人滋賀経済産業協会

３.主催者
公益社団法人滋賀労働基準協会
建設業労働災害防止協会滋賀県支部
陸上貨物運送事業労働災害防止協会滋賀県支部
林業・木材製造業労働災害防止協会滋賀県支部
一般社団法人日本ボイラ協会京滋支部

一般社団法人日本クレーン協会滋賀支部
公益社団法人建設荷役車両安全技術協会滋賀県支部
一般社団法人滋賀ビルメンテナンス協会

４.実施者 滋賀県内の各事業場

滋賀県産業安全の日
毎年１１月１５日は

滋賀県イメージキャラクター
｢キャッフィー｣

令和４年度は無災害運動参加申込み事業場に労働災害防止啓発ステッカーを配布します。
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５. 実施者の実施事項
（１）「滋賀県産業安全の日」
①経営トップによる安全衛生に対する意識を高める意思表明
②経営トップによる安全衛生パトロールの実施
③安全衛生に対する取組についての労働者の家族に対する周知
（２）無災害運動期間（１１月１日～１１月３０日）
①「滋賀県産業安全の日」の横断幕、ポスター等の掲示
②「滋賀県産業安全の日無災害運動」ステッカー等による
労働者一人ひとりの安全意識の高揚を促す啓発活動

③ 安全基準や安全作業手順の総点検及び遵守状況の確認
④ リスクアセスメントの実施及び実施結果に基づく改善
⑤ 安全衛生教育の実施
⑥ 労働災害を発生させない職場づくりのための各事業場の
特性に応じた安全衛生活動

⑦ メンタルヘルス対策、健康アクション宣言等への参加等
の労働者の健康確保対策

滋賀県産業安全の日
毎年１１月１５日は

令和４年度は無災害運動参加申込み事業場に労働災害防止啓発ステッカーを配布します。
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６. 無災害運動の参加申込み・運動実施・結果報告までの流れ

滋賀県産業安全の日
毎年１１月１５日は

①【労働局・労働基準監督署説明会

等受付サイト】から入力

☞入力方法は次のスライドで説明

②滋賀労働局健康安全課まで「様式
１:参加申込書」を滋賀労働局健康安
全課まで【メールor郵便】で送付

※申込時に希望する

ステッカシート枚数

(1シート27枚付き・
最大5シートまで)を
記載いただきます。

手順１：参加申込み
(申込期間：８月１日～１０月３１日まで)

手順２：無災害運動の実施
(運動期間１１月１日～３０日)

前ページに記載した

『実施者の実施事項』を

参考に、各事業場で無災

害運動期間に安全衛生活

動に取り組んでいただき

ます。

（例）ステッカーを運動

期間中、更衣室ロッカー、

社用車などに貼付し啓発

活動を行う。

手順３：結果報告
(報告期限：１２月１５日まで)

①【労働局・労働基準監督署説
明会等受付サイト】から参加申
込みした事業場
➡１１月１日１６時頃に受付
サイトから送付されるアンケー
トに回答いただき１２月１５日
までに返送

②【メールor郵便】で参加申込
した事業場
➡「様式２ 結果報告書」を滋
賀労働局健康安全課までメー
ルor郵便で送付する

10月頃にステッカーを発送 1月上旬から無災害運動参加証を発送※

※結果報告時に希望された事業場に

・無災害運動参加証の交付
・運動期間中無災害事業場名の滋賀

労働局ホームページへの掲載

をいたします。滋賀県イメージキャラクター
｢キャッフィー｣

メール：kenkouanzenka-shigakyoku@mhlw.go.jp

令和４年度は無災害運動参加申込み事業場に労働災害防止啓発ステッカーを配布します。



６

滋賀県産業安全の日
毎年１１月１５日は

７.無災害運動の【受付サイト】からの参加申込み方法
無災害運動の参加申込みは、専用フォームの入力でパソコンやスマートフォンから
手続き簡単、結果報告もアンケート形式で回答できる【労働局・労働基準監督署説
明会等受付サイト】からお申込みをお願いします。

①「労働局 受付サイト」等で検索し下記サイトをクリックするか、 右のQRコードを
読み取る。 https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/

② 説明会を開催する労働局で「滋賀」を
クリック

クリック

③ 滋賀労働局にて開催予定の説明会一覧から
「滋賀県産業安全の日 無災害運動 参加申込み」
をクリック

クリック

令和４年度滋賀県産業安全の日

無災害運動参加申込み（運動期

間11月1日～11月30日）

滋賀労働局
ー 令和４年10月31日

23:59
令和４年11月0１日(火)

0:00 ～ 23:59

令和４年度は無災害運動参加申込み事業場に労働災害防止啓発ステッカーを配布します。

https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/
https://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/


７

滋賀県産業安全の日
毎年１１月１５日は

７.無災害運動の【受付サイト】からの参加申込み方法（続き）
④ 申込内容を確認し、「お申込みはこちら」をクリック

※概要・注意事項に記載の内容を必ずご確認願います。

クリック

⑤ 申込みフォームに必要事項を入力し、
「この内容で申込む」をクリック

必須入力にはなっておりま

せんが啓発ステッカーを発送

するため郵便番号・所在地等

を必ず入力してください。

参加者数は｢ｽﾃｯｶｰｼｰﾄの

希望枚数｣(最大５まで)

と読み替えて入力してく

ださい。（例）1名→1ｼｰﾄ

令和４年度 滋賀県産業安全の日 無災害運動 参加申込み（運動期間11月1日～11月30日）申込み

クリックで
申込み完了!

※申込み完了後受付サイトから「受付完了メール」が届きます。
令和４年度 滋賀県産業安全の日 無災害運動 参加申込み（運動期間11月1日～11月30日）

令和４年度滋賀県産業安全の日 無災害運動 参加申込み受付サイトです。（説明会は開催されません）
滋賀県内に所在する事業場であればどなたでもお申込みいただけます。
※通常の説明会情報と異なる部分がございます。以下の【概要】及び【注意事項】を必ずご確認の上、申込みフォームへの入力をお願い
いたします。

令和４年度 滋賀県産業安全の日 無災害運動 参加申込み（運動期間11月1日～11月30日）

令和４年11月01日(火) 00:00～23:59

★★★★必ずご確認願います★★★★
１「令和４年度滋賀県産業安全の日無災害運動」の参加申込み受付サイトです。
※開催日時を便宜上、運動期間初日の11月1としておりますが説明会は開催さ

２ 参加申込みされた事業場に労働災害防止啓発ステッカーを10月頃から順次発

25-00014

滋賀労働局

【お願い】11月1日 16時頃、申込みフォームに登録したメール
アドレスに送信されるアンケートにご回答いただく方法により、
無災害運動の実施事項等について結果報告をお願いいたします。

(12月15日〆切)

⑥参加申込みいただいた事業場に10月頃から順次ステッカーを発送いたします。
無災害運動期間に入りましたら各種取組を実施願います。

滋賀県イメージキャラクター
｢うぉーたん｣

令和４年度は無災害運動参加申込み事業場に労働災害防止啓発ステッカーを配布します。



８

滋賀県産業安全の日
毎年１１月１５日は

８.その他
・【労働局・労働基準監督署説明会等受付サイト】はスマホから
もお申込み可能です。
・従来の郵送・メール等でのお申込み様式は滋賀労働局ホーム
ページで公開しています。「滋賀県産業安全の日」と検索もし
くは下記QRコードを読み取りいただき、関連情報や各種様式を
入手願います。

滋賀県産業安全の日・無災害運動について、滋賀県産業安全の日
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/musaigaiundou.html

『滋賀県産業安全の日』に関するお問い合わせは、
滋賀労働局健康安全課までお願いいたします。

（〒520-0806 大津市打出浜１４-１５滋賀労働総合庁舎５階 ℡077-522-6650）

無災害運動に参加いただき、滋賀労働局管内ワースト４
災害「転倒・腰痛等・墜転落・はさまれ、巻き込まれ」
防止のため現場内の危険箇所がないか「たしかめ」て
「改善」し職場の『安全』を勝ち取りましょう！

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/musaigaiundou.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/musaigaiundou.html




2021年4月1日

滋賀労働局職業安定部職業安定課
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在籍型出向等支援事業について

02-02



はじめに

2

最近、在籍型出向をして別の会社で働く事例を耳にする
けど、どうしてそんなことをするのかしら？

コロナの影響で仕事が減って人手が余った企業が雇用を維
持するために、人手を借りたい企業へ一時的に出向してい
るケースが増えていますよ。

企業が「在籍型出向」っていう形をわざわざとるのは、どうして
なの？

コロナの影響がおさまって経済が回復したときには、会社に
必要な能力をもった貴重な人材だから、いずれ自社に戻っ
てくることを前提に、今は他の企業で働いてもらいたい、と
いう考えがあるからですよ。

ずっと休業しているよりも、別の会社で働くことで、自社では
得ることのできない経験ができて、能力向上につながると思
う。出向先で能力を発揮することで、出向先企業の職場
に刺激を与えることにもなるようです。

労働者にとっては、どんなメリットがあるのかしら？
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コロナの影響も長引いているし、ウチの会社でも在籍型出向
が使えるかも・・・。

「出向」といえば大企業がやるもの、というイメージが強いかも
しれないけど、コロナ禍では中小企業でも活用が進みつつ
あります。

在籍型出向を進めるにはどうやったらいいの？
わかりやすく教えて欲しいなあ。

本日は、「在籍型出向」のいろいろな情報をまとめてみました。
１、在籍型出向の概要とメリット
２、在籍型出向の好事例
３、産業雇用安定センター等によるマッチングの支援
４、在籍型出向を開始するまでのステップ、必要な準備
５、在籍型出向の支援制度 の5項目で説明をします。



１．在籍型出向の概要とメリットについて
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在籍型出向とは？

在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と
雇用契約を結び、出向先企業に一定期間継続して勤務することをいいます。

在籍型出向

出向元 出向先

労働者

雇用関係 雇用関係

出向契約
働く人は、出向元・出向先の
両方と雇用契約を結ぶ必要

があるのね。

だから労務管理の責任が曖昧にならない
ように、契約でしっかり決めておこう。

※在籍型出向は、出向先企業と出向労働者との間に雇用契約関係があるため、労働者派遣には該当しません。（下図参照）

在籍型出向（形態は労働者供給に該当） 労働者派遣

出向元 出向先

労働者

出向契約

雇用関係 雇用関係

派遣元 派遣先

労働者

労働者派遣
契約

雇用関係 指揮命令
関係

在籍型出向：出向先と労働者間の関係は「雇用関係」
労働者派遣：派遣先と労働者間の関係は「指揮命令関係」



１．在籍型出向の概要とメリットについて
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どんなメリットがあるの？

在籍型出向を実施した企業（出向元・出向先）や出向労働者によると、
在籍型出向のメリットは主に以下が挙げられます※。

【出向元企業】労働意欲の維持・向上（63％）、能力開発効果（59％）

【出向先企業】自社従業員の業務負担軽減（75％）、即戦力の確保（52％）

【出向労働者】能力開発・キャリアアップ（57％）、雇用の維持（46％）

9%

1%

1%

9%

12%

50%

56%

59%

63%

⑨その他

⑧自社の技術やノウハウが流出する懸念があるため

⑥出向労働者への教育訓練の負担が大きいため

⑦出向労働者への精神面のケアの負担が大きいため

⑤出向先との出向契約までの調整・交渉の負担が大きいため

④出向労働者への刺激になり自社の業務改善や職場活性化に期待できるため

③出向期間終了後、出向労働者が自社に戻ってくることが確実であるため

➁出向労働者のキャリア形成・能力開発につながるため

①出向労働者の労働意欲の維持・向上につながるため

出向元企業が受けるメリット

n＝336（複数回答可）出向元企業が在籍型出向を評価する理由（①～④ ）、評価しない理由（⑤～⑧）

※産業雇用安定助成金活用企業へのアンケート調査
（令和３年８月厚生労働省調べ）

・調査対象：令和３年６月30日現在で産業雇用安定助成金の出向実施計画を提

出した 出向元・出向先企業、在籍型出向を経験された労働者

・調査対象事業所数：出向元企業540社、出向先企業604社、出向労働者１企業
あたり１名

・アンケート回答数：出向元企業336社、出向先企業341社、出向労働者382名

・調査方法：調査対象企業に都道府県労働局からアンケート調査票を郵送配布、
郵送回収



１．在籍型出向の概要とメリットについて

5%

1%

2%

3%

8%

38%

42%

52%

75%

⑨その他

⑧自社の技術やノウハウが流出する懸念があるため

⑦出向労働者への精神面のケアの負担が大きいため

⑥出向労働者への教育訓練の負担が大きいため

⑤出向元との出向契約までの調整・交渉の負担が大きいため

③新たに採用するよりも人材育成のコストを抑制できるため

④自社の従業員への刺激になり業務改善や職場活性化を期待できるため

②社会人としての基礎スキルや職務に必要な職業能力を持った人材を確保できるため

①人手不足が解消され自社の従業員の業務負担を軽減できるため

出向先企業が受けるメリット n＝341（複数回答可）出向先企業が在籍型出向を評価する理由（①～④ ）、評価しない理由（⑤～⑧）

3%

1%

18%

38%

46%

57%①出向先での新しい仕事の経験がキャリアアップ・能力開発につながった

②出向元での雇用が維持されているので安心して働くことができた

③これまでどおりの収入を確保できたため生活面の安定が図られた

④職場環境の違いなどから精神的負担が大きかった

⑤自身にとってキャリアアップ・能力開発につながる仕事内容ではなった

⑥その他

出向労働者が受けるメリット n＝382（複数回答可）出向労働者が在籍型出向を評価する理由（①～③ ）、評価しない理由（④～⑤）
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２．在籍型出向の具体的な事例について
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●新型コロナウイルスが同業種の企業の景況に影響を与えていることから、異業種の企業へ出向している事例が見ら
れます。

●異業種であっても、仕事の内容に親和性があることが多くなっています。

●大企業だけでなく、規模の小さな企業でも出向に取り組んでいる事例が少なくありません。

※図は、左が出向元企業、右が出向先企業【事例１】飲食サービス業 ▶ 警備業

飲食店

居酒屋をチェーン展開しているが、営業自粛や時短営業
により売上が大幅に減少している。企業全体の雇用を守
るため、店長クラスの従業員を中心に、出向してもらう
ことになった。

警備業

コロナワクチン接種会場の警備を自治体から受託した。警備
スタッフを確保するため、在籍型出向を受け入れたい。実際
に警備業務に就く前に、新任警備員教育研修を実施する。

出向期間2か月
出向労働者15名

＜企業規模： 300～499人＞ ＜企業規模： 300～499人＞

【事例２】旅行業 ▶ 児童福祉事業

旅行代理店

インバウンド観光客を対象とする旅行企画・営業がほと
んど稼働していないため、雇用過剰となっている。旅行
需要が回復するまで従業員の雇用維持を図りたい。

保育所

保育所での給食の調理補助者が育児休業を取得することに
なったので、１年間限定で勤務してくれる方を探している。

出向期間12か月
出向労働者1名

＜企業規模： 30～49人＞ ＜企業規模： 50～99人＞



２．在籍型出向の具体的な事例について

8

【事例３】輸送用機械器具製造業 ▶ 電気機械器具製造業

航空機付属品製造業

旅客機の機内設備の製造を行っているが、受注が大きく
減少。従業員は特殊技能を有する熟練労働者であるため、
何とか雇用維持を図りたい。

産業用電気機械器具製造業

自動車などに搭載するコンデンサの増産に対応するため、新
工場を増設したが、生産要員の確保が追いついていないので、
早急に在籍型出向で受け入れたい。

出向期間24か月
出向労働者54名

＜企業規模： 300～499人＞ ＜企業規模： 1,000～4,999人＞

同業種への出向事例
【事例４】卸売業、小売業 ▶ 卸売業、小売業

卸売業、小売業

【業務内容】土産物販売、飲食
【従業員数】14名

卸売業、小売業

【業務内容】フルーツ販売、飲食、洋菓子製造
【従業員数】70名

出向期間12か月
出向労働者3名

①マッチング～企業間調整 ②企業間調整～契約 ③契約～出向開始 ④出向開始～

・社長同士が知人であることがきっかけ。
共通の知人である社会保険労務士を含め
た３人で話し合った結果、即戦力になる
【飲食＝飲食】からはじめればうまくい
くのではないかと考え、スタート。

・在籍型出向にあたり、企業文化の違い等
を話し合った。

・契約内容の調整、契約書の作成等双方の社長、社会保険労務士と3人で作成した。

・在籍型出向の説明と出向希望者の公募
出向元の社長が実際に出向先のパフェを買ってきて、従業員と食べながら話をした。
「仕事を休んで働かずにお金をもらっている状態が果たして本当に良いのか、モチ
ベーションを保てるのか、出向先ではこれ（パフェ）を作ってほしい、スキルを身に
つけて帰ってきてほしい」と伝えたところ、対象となる従業員全員が出向を希望。

・出向元の社長自ら出向先の現場に従業員を連れて行き、出向先の社長から現場を説明
してもらった。

・出向元は、週１回程度、出向元から電話
による出向労働者へのフォローを行って
いる。

実際に在籍型出向を経験された方々に詳しく聞いてみました！
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実際に在籍型出向を経験された方々にさらに詳しく聞いてみました！

出向元企業の声

社長自ら、従業員へ向けて出向する目的を丁寧に説明した。なぜ出向するのか、単なる労働力として行くのではなく、スキルを身につけて帰って
きてほしいことなどを伝えた。目的を明確にし、きちんと伝えることが大切だと思う。

出向労働者へのフォローも週に１回程度、専務・人事担当から従業員へ直接電話にて行っている。また、社長宅に寄ってもらったり、アットホー
ムな社風は保ったままであり、良好である。

他社を知ることによって、自社の良さを知る良い機会にもなっている。

従業員に多様なスキルが身につく。出向元・先ともに飲食で似ているところもあるが、出向先はフルーツを専門的に扱う会社であり、パフェ等ス
イーツ商品を学ぶ良い機会となっている。

既にいくつかのフィードバックがあった。出向労働者の提案を受け、来年春に自社にて出向先監修の新メニュー（パフェ）を開発・販売すること
が決定した。元々スイーツ部門を立ち上げたいと思っていたので、とてもいいきっかけとなった。

出向から戻ってきた際には、商品開発のリーダーになってほしいと伝えてある。

出向先企業の声

正社員の人手不足が解消され、自社従業員の業務負担を軽減できた。

他社の労働者を受け入れることで、よりビジネスライクな職場に変化した。

製造責任者による教育を延べ３日間行った。

あくまで、出向元・出向先、異なる会社の労働者であることを忘れないようにした。

出向労働者の声

出向元の会社に在籍しているという安心感がある中で、新しい仕事を経験できることは、今後の自身のキャリアにおいて役に立つと思う。

同じ組織の中にいるだけでは、固定観念に縛られることが多くなってしまうが、一歩外に出ることで、新たな技術や考え方を知ることができ、刺
激を得られた。

出向元の上司から励ましの言葉をもらったことが自身に対しての支援となった。

経験した事のない仕事内容に従事することや、新しい人間関係に馴染めるかどうかという点で出向前に不安や悩みはあったが、実際に出向してみ
て不安や悩みは減少した。数週間から１ヶ月程度の間、仕事に慣れる努力をすれば、ある程度の不安や悩みは減少すると思う。
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在籍型出向の相手先は、どうやって見つけたらいいの？

在籍型出向を実施した企業（出向元・出向先）によると、
在籍型出向の相手先は、もともと取引関係のある企業であった場合が約半数、公的機関からの紹介による場合
が約２割程度です。 ※産業雇用安定助成金活用企業へのアンケート調査（令和３年８月厚生労働省調べ）

46%

20%

3%

3%

1%

24%

もともと取引関係のある企業であった

産業雇用安定センターの紹介

都道府県や関係行政機関による紹介

取引のある金融機関による紹介

在籍型出向に関するセミナーやマッチングイベント
での紹介

その他

在籍型出向のきっかけ
n＝667 出向元・出向先企業が回答した在籍型出向に至るまでの経緯

もともと取引関係のある企業同士だったり、社長同士
が知り合いだったりするケースが多いようですね。
でも、コロナの影響で一時的に仕事がなくなっているとい
うことを他社に知られたくないっていう声も聞いたことがあ
るのですが・・・

なるほど。でもあきらめないでほしいです。
在籍型出向のマッチング支援を無料で行っている、
「産業雇用安定センター」という公益財団法人が
あります。
コンサルタントが一緒に相手先を見つけてくれたり、
出向契約締結のサポートをしてくれます。全国47
都道府県に事務所があるから、相談してみてくださ
い。
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産業雇用安定センターってどんなところ？

出向元企業
在籍型出向を活用し、一時的に労働者を出向させて雇用維持を図りたい企業

ਓ

౻
৷


७
থ

ॱ
␗

送出情報
の収集

受入情報
の収集

事業所訪問など
により送出情報
や受入情報を
収集

出向元と出向先との
間で、出向に関する
諸条件を事前に話し
合いの場を設定

✓ 出向期間や出向期間中の賃金・

労働時間等の労働条件等の明示

✓ 出向対象労働者の選定・募集

✓ 出向対象労働者の同意や労働組

合との合意

✓ 就業規則等に出向規定を整備

など

STEP３：職場見学

出
向
契
約
の
締
結

STEP４

ল

भ
৫


STEP５

ই
⑀
ট
␗
॔
⑁
উ

STEP１：情報収集 STEP２：企業間面談

【社内手続き】

出向元の人事労務担当
者、出向対象労働者や
労働組合に、出向先の
職場や職務内容、勤務
時間の実態などの職場
見学の場を設定

✓ 出向期間や職務内容の規定
✓ 賃金負担などの取り決め
✓ 勤務時間や時間外労働など

労働条件の明確化
✓ 社会保険等の取り扱い

など

出向先企業
在籍型出向を活用して、一時的に人材を確保したい企業

マッチング

マッチング 職場見学

産業雇用安定センターは、企業間の出向
や移籍を支援することにより「失業なき
労働移動」を実現するため、1987年に国
と事業主団体などが協力して設立された
公益財団法人です。設立以来、23万件以
上の出向・移籍の成立実績があります。

■コロナの影響で一時的に雇用過剰と
なった企業が労働者の雇用を守るため
に、人手不足等の企業との間で在籍型
出向を活用しようとする場合に、双方
の企業に対して出向のマッチングを無
料で行います。

■全国47都道府県にセンターの事務所が
あり、企業の相談に応じています。

⇒産業雇用安定センター滋賀事務所

大津市梅林1-3-10 滋賀ビル6階

☎ 077-526-3991

マッチング支援の流れ
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●在籍型出向は、労働者の個別的な同意または就業規則等の社内規程に基づき行う必要があります。

●在籍型出向をする際に、出向の必要性や出向期間中の労働条件等を、出向元企業、出向先企業および労働者の三者
間でよく話し合った上で、出向契約の内容や出向期間中の労働条件等を明確にしておくことが重要です。

ステップ

１ 出向元↔労働者

労働者の個別同意や
就業規則等の整備、
労使の話し合い

出向元↔出向先

出向契約の締結

ステップ

２
ステップ

３ 出向先↔労働者

出向期間中の
労働条件等の明確化

出向元 出向先

労働者

雇用関係 雇用関係

出向契約
出向元 出向先

労働者

出向契約

雇用関係雇用関係

出向元 出向先

労働者

出向契約

雇用関係 雇用関係

出向開始！
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ステップ

１
出向元↔労働者

労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合い

●在籍型出向を命じるには、労働者の「個別的な同意を得る」か、
または「出向先での賃金・労働条件、出向の期間、復帰の仕方などが就業規則や労働協約等によって労働者の利益に配慮して整備されている」
必要があるとされています。

●出向を行う際は、その必要性や出向期間中の労働条件等ついて、労使の間でよく話し合いを行い、労働者の個別的な同意を得ていくことが望ま
れます。

就業規則の出向規程の参考例

出向規程（例）

（目的）
第１条 本規程は、当社就業規則第●条の規定に基づき当社の労働者を出向させる場合の取扱いについて定めたもの

である。
２ 当社における出向は、出向先の経営力や技術力の強化、人材の育成、出向先との人事交流、雇用調整等を目的と

する。

（適用）
第２条 本規程は、当社の無期契約労働者に適用する。

（定義）
第３条 本規程において、出向とは、当社の労働者が当社に在籍したまま、出向先の業務に従事することをいう。
２ 本規程において、出向先とは、関係会社、業務提携会社、関係団体その他当社指定の企業や団体等をいう。
３ 本規程において、出向者とは、当社就業規則に基づき出向先に出向する者をいう。

（出向準備等）
第４条 当社の労働者に対して出向を命じる場合には、事前に当該労働者に対し、出向の目的、出向先の名称及び勤

務地、出向期間、出向先の業務の内容、出向先の労働条件その他必要な事項について説明を行うものとする。

（出向期間）
第５条 出向者の出向期間は、●年を超えない範囲で当社が個別に決定した期間とする。ただし、出向目的の達成状

況や業務上の必要に応じ、出向期間を短縮又は延長することがある。

（出向期間中の当社内の取扱い）
第６条 出向期間中の当社における出向者の身分については、当社人事部付とした上で休職扱い（以下「出向休職」

という。）とする。ただし、出向者の出向期間は当社の勤続年数に通算する。
２ 出向期間中の当社における出向者の人事評価については、出向先の勤務状況に基づいて当社人事部が行う。また、

出向期間中の当社における出向者の昇進及び昇給については、当社に勤務した場合と同等に取り扱う。
３ 出向者は、出向期間中に住所、連絡先、氏名、家族その他当社の人事管理上必要とする身上に変更が生じた場合

は、当社の定めるところにより当社に届け出なければならない。

（続く）

（出向者の労働条件等）
第７条 出向者の労働時間、休憩、休日、休暇、服務規律、安全衛生、法定外災害補償、福利厚生並びに出向先での配置転換及び出張に

ついては、出向先の定めるところによるものとする。また、年次有給休暇は当社の勤続年数に基づき付与されるが、労働基準法第39
条第７項の規定に基づく使用者の年次有給休暇の時季指定義務は出向先が出向先の定めるところにより履行するものとする。なお、
出向先の労働時間、休日、休暇の労働条件が当社のものよりも不利益となる場合は、その不利益を解消するよう必要な措置を講じる
ものとする。また、出向者は、出向期間中においても当社の福利厚生制度を利用できるものとする。

２ 出向者の表彰及び懲戒については、出向先の定めるところにより出向先が行うものとする。また、諭旨解雇及び懲戒解雇については、
当社の定めるところにより当社が行うものとする。

３ 出向者の休職、退職及び普通解雇については、当社の定めるところによる。なお、出向者が出向期間中に休職（出向休職を除く。以
下同じ。）、退職又は解雇（懲戒処分としての解雇の場合を含む。以下同じ。）する場合は、当社に復職させた上で休職若しくは退
職させ又は解雇するものとする。

４ 出向者の賃金（時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金を含む。）については、当社の定めるところにより当社が支払うものと
する。ただし、通勤費、交通費及び出張費については、当社と出向先間で別途合意したところによるものとする。

（社会保険等）
第８条 出向期間中の出向者の健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険の適用は、原則として引き続き当社において行うものとす

る。ただし、法令に従って異なる取扱いがなされる場合は、この限りでない。
２ 出向期間中の出向者の労働者災害補償保険の適用は、出向先において行うものとする。

（復職）
第９条 出向者が次の各号に該当した場合、当社は当該出向者に対して復職を命じる。
(1) 出向期間が終了したとき
(2) 出向の目的を達成したとき又は出向の目的が消滅したとき
(3) 心身の故障等出向先での労務提供が困難なとき
(4) 当社の休職事由、普通解雇事由、懲戒事由に該当したとき
(5) 出向期間中に当社を退職するとき
(6) 前号に掲げる事由のほか復職させるべき理由があるとき
２ 復職を命じられた出向者はこれに従わなければならない。
３ 当社への復職後の出向者の所属は、業務上の都合もしくは出向者の能力、経験、技能、希望等を総合的に勘案の上決定する。

（その他）
第10条 出向の取扱いについて本規程に定めのない場合は、その都度当社において必要な措置を講じるものとする。

附 則
本規程は 年 月 日より施行する。

※以下の規程はあくまで例示の一つです。実際の規程を作成する際は、各企業の実態に即したものとなるよう、よくご検討ください。
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ステップ

１
出向元↔労働者

労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合い

●なお、産業雇用安定助成金や雇用調整助成金といった在籍型出向に対する助成制度（P20～21参照）を活用する場合には、以
下の事項を記載した労使協定を事前に締結するとともに、出向労働者本人が出向することについて同意していることが必要で
す。

① 出向先事業所の名称、所在地、事業の種類および事業主の氏名

② 出向実施予定時期・期間

出向を実施する時期（始期および終期）とその期間（年月数）を定める。

出向労働者が複数のため時期・期間のパターンが複数ある場合や、労使協定の締結段階で具体的な出向労働者が未確定である場合などの理由で時期・期間を確定できない場合は、時期・期間の最大幅

およびその範囲内での各出向労働者の出向期間（１か月以上２年以内に限る）を定めることも可能。

③ 出向期間中および出向終了後の処遇

a 出向の形態と雇用関係

出向元事業所の従業員たる地位を保有しつつ、出向先事業所において勤務する形態（その場合、出向元事業所では出向期間中は休職扱いとすることが定められているもの（部分出向である場合を除

く）に限る）であることを定める。

b 出向期間中の賃金

出向期間中の賃金額の決定方法と出向前に比べた水準、賃金の支払者など、出向労働者の立場からみて必要となる、賃金に関する事項を定める。

c 出向期間中のその他の労働条件

d 出向期間中の雇用保険の適用

出向労働者の出向期間中の雇用保険の適用を、出向元事業所と出向先事業所のいずれで行うかを定める。

e 出向終了後の処遇

出向終了後に出向労働者が出向元事業所に復帰（連続して他の事業所に出向した後に復帰する場合も含む）する予定であることおよび出向労働者が復帰した際の職務や賃金等について定める。

④ 出向労働者の範囲および人数

出向労働者となりうる者の所属する部署・部門または役職など、出向労働者の範囲を定める。また、出向労働者が確定している場合はその人数、未確定の場合は概数を定める。

⑤ 新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持を目的とした出向であり、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向であること

※産業雇用安定助成金の助成を受ける場合で、独立性が認められない企業間で行う出向の場合のみ
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出向元↔出向先

出向契約の締結

ステップ

２

●出向契約では、以下の事項を
定めておくことが考えられます。

・出向期間
・職務内容、職位、勤務場所
・就業時間、休憩時間
・休日、休暇
・出向負担金、通勤手当、

時間外手当、その他手当の負担
・出張旅費
・社会保険・労働保険
・福利厚生の取扱い
・勤務状況の報告
・人事考課
・守秘義務
・損害の賠償
・途中解約
・その他（特記事項）

① 出向元事業所および出向先事業所の名称と所在地

② 出向労働者ごとの出向実施時期・期間

出向を実施する時期（開始日および末日）とその期間（年月数）を、出向労働者ごとに定める。

③ 出向中の処遇

a 出向の形態と雇用関係

出向元事業所の従業員たる地位を保有しつつ、出向先事業所で勤務する形態（その場合、出向元事業所では出向期間中は休職扱いとす
ることが定められているもの（部分出向である場合を除く）に限る）であることを明確化する。

b 出向期間中の賃金

賃金の支払者、支払方法その他賃金に関する事項

c 出向期間中のその他の労働条件

d 出向期間中の雇用保険の適用

出向労働者の出向期間中の雇用保険の適用を出向元事業所と出向先事業所のいずれで行うかを規定する。

④ 出向元事業主および出向先事業主の間の賃金の負担・補助

出向期間中の出向労働者の賃金は、下記の「出向中の賃金」の（ｲ）または（ﾛ）および（ﾊ）を満たしていることを前提として、出向元事
業主と出向先事業主の間の負担の考え方、負担額の算定方法等を規定する。
さらに両事業主の間で賃金補助を行う場合は、当該補助の考え方、補助額の算定の方法、補助額の支払方法・時期等を規定する。

＜出向中の賃金＞
(ｲ) 出向元事業主が、出向契約に基づき、出向労働者の賃金について、出向先事業主に対して補助するか、または出向労働者に対して直

接賃金を支払うこと。
(ﾛ) 出向先事業主が、出向契約に基づき、出向労働者の賃金について、出向元事業主に対して補助するか、または出向労働者に対して直

接賃金を支払うこと。
(ﾊ) 出向労働者に対して出向期間中に支払われた賃金（臨時に支払われた賃金および３か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。

以下同じ。）の額が、おおむね出向前の労働日に通常支払われる賃金の額に相当する額であること。

⑤ 出向期間終了後に出向元事業所に復帰する予定であること

●なお、産業雇用安定助成金や雇用調整助成金（ P20～21 参照）を活用する場合には、出向契約書に以下の事項を記載する必要があります。
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出向元↔出向先 出向契約の締結ステップ

２

出向契約書の参考例 ※以下の契約書はあくまで例示の一つです。実際の契約書を作成する際は、出向元企業・出向先企業の双方で協議してくださ
い。

出向契約書（例）

○○○○○株式会社(以下「甲」という。)と○○○○○株式会社（以下「乙」という。）とは、甲の労働者を乙に出向させるに際し、その取扱
いについて下記のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（定義）
第１条 本契約において、出向とは、甲の労働者を甲に在籍させたまま、乙の労働者として乙の業務に従事させることをいう。
２ 本契約において、出向者とは、乙に出向する甲の労働者をいう。

（出向元及び出向先の名称及び所在地）
第２条 出向元たる甲と出向先たる乙の名称及び所在地は以下のとおりである。

［出向元（甲）］名 称 ○○○○株式会社
所在地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号

［出向先（乙）］名 称 ○○○○株式会社
所在地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号

（出向者及び出向期間）
第３条 出向者及び出向期間は以下のとおりとする。なお、出向期間の短縮又は延長をしようとする場合は、甲乙協議の上、書面による合意に

より決定し、甲は決定内容を出向者に通知するものとする。
［出 向 者］○○○○（昭和○○年○○月○○日生）
［出向期間］令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日（○年間）

（出向形態等）
第４条 出向者は、出向期間中、甲の労働者として甲に在籍したまま、乙の指揮命令下において乙の業務に従事する。
２ 出向者は、出向期間中、甲において休職扱いとする。ただし、出向者の出向期間は甲の勤続年数に通算する。

（二重出向の禁止）
第５条 乙は、出向者を乙以外の会社へ出向させてはならない。

（出向者の業務等）
第６条 乙における出向者の勤務地、所属、役職及び業務内容は以下のとおりとする。なお、乙は、これらの事項を変更する場合は、甲の事前

の書面又は電子メールによる承諾を得るものとする。
［勤 務 地］○○○○
［所 属］○○○○
［役 職］○○○○
［業務内容］○○○○

２ 乙は、甲指定の方法に基づき、出向者の勤務状況その他甲指定の事項を翌月○日までに甲に報告するものとする。
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ステップ

２ （出向者の労働条件等）
第７条 出向者の労働時間、休憩、休日、休暇、服務規律、安全衛生、法定外災害補償、福利厚生並びに乙での配置転換及び出張については、

乙の定めるところによるものとする（ただし、出向者が出向期間中に甲の福利厚生制度を利用することを妨げない。）。なお、年次有給休暇
は甲の勤続年数に基づき付与されるが、労働基準法第39条第７項の規定に基づく使用者の年次有給休暇の時季指定義務は乙が負うものとし、
その取扱いについては乙の定めるところによるものとする。

２ 出向者の表彰及び懲戒については、乙の定めるところにより乙が行うものとする。また、諭旨解雇及び懲戒解雇については、甲の定めると
ころにより甲が行うものとする。

３ 出向者の休職、退職及び普通解雇については、甲の定めるところによる。
４ 出向者の賃金（時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金を含む。）については、甲の定めるところにより甲が出向者に直接支払うもの

とする。ただし、通勤費、交通費及び出張費については、乙の定めるところにより乙が出向者に直接支払うものとする。
５ 乙は、出向時に、出向者に対して労働条件を明示するものとする。ただし、甲は、甲乙協議の上、乙に代わって出向者に対して労働条件の

明示を行うことができる

（安全衛生の措置等）
第８条 出向者に対する安全衛生の措置（定期健康診断その他の労働安全衛生法上の措置を含む。）は、乙の負担により乙が実施する。

（社会保険等）
第９条 出向期間中の出向者の健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険については、甲において被保険者資格を継続させ、その事業主

負担分の保険料は甲が負担する。
２ 労働者災害補償保険については、乙において加入し、その保険料は乙が負担する。

（出向先の給与負担金等）
第10条 本件出向に伴う給与負担金として、甲が第７条の定めに基づき出向者に支払った賃金（時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金を

含む。）に相当する額を乙が全額負担する。ただし、月の途中に出向が開始し、又は終了した場合の当該月の給与負担金については日割り計
算とする。

２ 乙は、甲に対して、前項に定める給与負担金を当月末日までに甲の指定する下記銀行口座に振り込むものとする。なお、振込手数料は乙の
負担とする。
［銀 行 名］○○銀行
［支 店 名］○○支店
［口座種別］普通
［口座番号］○○○○○○○
［口座名義］○○○○株式会社

（復職）
第11条 出向者が次の各号に該当した場合、甲は当該出向者に対して復職を命じるものとする。
(1) 出向期間が終了したとき
(2) 出向の目的を達成し又は出向の目的が消滅したと甲が判断したとき
(3) 心身の故障等乙での労務提供が困難であると甲が判断したとき
(4) 甲の休職事由、普通解雇事由、懲戒事由に該当したと甲が判断したとき
(5) 出向期間中に甲を退職するとき
(6) 前号に掲げる事由のほか復職させるべき理由があると甲が判断したとき
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ステップ

２

（機密保持）

第12条 甲及び乙は、本契約期間中に知り得た相手方の業務上の情報その他の機密情報（次の各号に該当するものを除く。以下「機密情報等」
という。）を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供、開示又は漏洩してはならず、本契約を履行する以外の目的に
使用してはならない。

(1) 開示を受けた時点で既に保有している情報
(2) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
(3) 開示の前後を問わずその責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4) 開示の前後を問わず正当な権利を有する第三者より適法に入手した情報
(5) 開示された情報に基づかずに独自に開発した情報
２ 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、裁判所又は行政機関の命令、要請等により要求される場合には、当該要求に対応するのに必要な範

囲で機密情報等を開示することができる。ただし、甲又は乙は、当該要求を受けた旨を相手方に遅滞なく通知するものとする。
３ 甲及び乙は、機密情報等の滅失、毀損又は漏洩のないようその責任において万全に機密情報等を保管するものとし、本契約が終了した場合

において、相手方から機密情報等について返却又は破棄（電磁的記録の場合は削除）を指示されたときは、その指示に従い返却又は破棄（電
磁的記録の場合は削除）をするものとする。

４ 本条の規定は、本契約終了後もなお有効とする。

（個人情報）
第13条 甲及び乙は、出向者の個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律、関連法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情

報の保護に努めるとともに、当該個人情報を出向者の雇用管理及び業務に必要な範囲についてのみ使用し、当該個人情報の滅失、毀損又は漏
洩のないよう必要かつ適切な措置を講じるものとする。

（有効期間）
第14条 本契約の有効期間は、第３条の規定に定める出向期間が終了するまでとする。

（合意管轄）
第15条 本契約に関する一切の紛争については○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（協議事項）
第16条 本契約の定めなき事項及び本契約の解釈適用につき疑義が生じたときは、甲乙協議の上誠意をもって解決にあたるものとする。
２ 本契約を変更する場合は、甲乙協議の上、書面による合意による。

本契約締結の証として本書２通を作成して甲乙記名押印の上各自１通保有する。

令和○○年○○月○○日

甲 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
○○○○○株式会社

代表取締役社長 ○○ ○○ ㊞

乙 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
○○○○○株式会社

代表取締役社長 ○○ ○○ ㊞
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ステップ

３
出向先↔労働者

出向期間中の労働条件等の明確化

●出向労働者の出向先企業での労働条件、出向元企業での身分等の取り扱いは、出向元企業、出向先企業および出向労働者の三者
間の取り決めによって定められます。

●上記の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元企業・出向先企業それぞれの使用者が、出向労働者に対して、
賃金の支払等、労働基準法等における使用者としての責任を負います。

●労働条件は、具体的に以下の項目について明確にする必要があります。これらの労働条件は、出向に際して出向先企業が労働者
に明示することになりますが、出向元企業が出向先企業に代わって明示しても問題ありません。

①労働契約の期間 ⑦退職手当の定めが適用される労
働者の範囲、退職手当の決定、
計算・支払方法や支払時期

⑧臨時に支払われる賃金、賞与等、
最低賃金額

⑨労働者に負担させる食費、作業
用品など

⑩安全・衛生

⑪職業訓練

⑫災害補償、業務外の傷病扶助

⑬表彰・制裁

⑭休職に関する各事項

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基
準（期間の定めのある労働契約であって、労働契約の
期間の満了後に、その労働契約を更新する場合がある
ときに限る）

③就業の場所、従事すべき業務

④始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働
の有無、休憩時間、休日、休暇、
労働者を二組以上に分けて就業させる場合にお
ける就業時転換に関すること

⑤賃金※の決定、計算、支払の方法、賃金の締切
りおよび支払の時期、昇給に関すること

※退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等を除く

⑥退職に関すること（解雇の事由を含む）

・①～⑥の項目（⑤の昇給に関することを除く）
→原則として書面を交付して明示する必要があり
ます。

また、労働者が希望した場合は、FAXや電子
メール等、出力すると書面を作成できる方法で明
示することも認められています。

・⑦～⑭の項目
→使用者がこれらを定めた場合、書面の交付は義
務づけられていませんが、明示する必要がありま
す。
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「産業雇用安定助成金」 で出向経費が軽減されます！

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と
出向先の双方の事業主に対して助成します。 ※助成金の詳細は、「産業雇用安定助成金ガイドブック」をご確認ください。

助成金の対象となる「出向」

［対象］雇用調整を目的とする出向（新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的
に行う出向）。

［前提］雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと。

対象事業主

①出向元事業主 新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者（雇用
保険被保険者）を送り出す事業主

②出向先事業主 当該労働者を受け入れる事業主

助成率・助成額
出向運営経費（出向中に要する経費の一部を助成）

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など。

独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合は、助成率が異なります。

中小企業※３ 中小企業以外※３

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4

出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3

上 限 額 （ 出 向 元 ・ 先 の 計 ） 12,000円／日

出向初期経費（出向の成立に要する措置を行った場合に助成）
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備など。

独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合、出向初期経費助成は支給されません。

出向元 出向先

助成額 各10万円／1人当たり（定額）

加算額※４ 各5万円／1人当たり（定額）

※４ 以下の場合、助成額の加算を行います。
・出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合
・出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合

※３ 独立性が認められない事業主間で実施される場合
の助成率 中小企業2/3 中小企業以外1/2
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お問い合わせ先

都道府県労働局・ハローワークへ（厚生労働省ウェブサイトをご覧ください）

◎在籍型出向支援制度について

…滋賀労働局職業安定部職業安定課 ☎077-526-8609

…産業雇用安定センター滋賀事務所 ☎077-526-3991

◎産業雇用安定助成金について

…滋賀労働局職業安定部職業対策課 ☎077-526-8686

産業雇用安定助成金など在籍型出向に対する助成制度のご相談や申請は、出向元企業の所在地を管轄する都道府
県労働局またはハローワークで受け付けています。
※産業雇用安定センターでは対応できませんのでご注意ください。

厚生労働省ホームページに在籍型出向支援策をまとめた専用ページを開設しています！
・具体的な出向事例や必要な準備事項、就業規則・出向契約書の雛形、留意点など、在籍型出向のイロハが分かる

「在籍型出向“基本がわかる”ハンドブック」
・各地域で独自に実施している送り出し希望企業や受け入れ希望企業の募集に関するサイト案内やセミナー開催情報

などを順次掲載していますので、あわせてご活用ください。

産業雇用
安定助成金

産業雇用
安定センター

厚生労働省

滋賀労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/zaisekigatasyokousien_00198.html
https://www.sangyokoyo.or.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html




滋賀労働局 職業安定部 職業対策課

企業内で人材育成に取り組む事業主の皆さまへ

人材開発支援助成金のご案内

1

02-03



I 特定訓練コース

II 一般訓練コース

III 教育訓練休暇等付与コース

IV 特別育成訓練コース

V 建設労働者認定訓練コース

VI 建設労働者技能実習コース

VII 障害者職業能力開発コース

Ⅷ 人への投資促進コース（令和４年度創設）

人材開発支援助成金について

人材開発支援助成金ホームページ

https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuit

e /bunya/koyou_rkyufukin /d01-1.html
2

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


人材開発支援助成金：「人への投資促進コース」の創設

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）において、人への投資を強化するため、民間ニーズを把
握しながらデジタル人材育成の強化等を行うこととされた。
12/27～1/26の間、厚生労働省ホームページなどにおいて、「人への投資」について国民の方からのアイディアを募集。
「企業の従業員教育、学び直しへの支援」や「デジタル分野など円滑な労働移動を促すための支援」などを内容とする提案が寄せられた。
「人への投資」を加速化するため、国民の方からのご提案をもとに、令和４年度から令和６年度までの間、人材開発支援助成金※に新たな
助成コース「人への投資促進コース」を設ける。
※ 事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度

訓練コース名 対象者・対象訓練

人への投資促進
コース【新規】

国民からのご提案を踏まえて
５つの助成を新設

特定訓練コース
正規雇用労働者を対象とした
生産性向上に資する訓練など
への経費助成等

一般訓練コース
正規雇用労働者を対象とした
訓練に対する経費助成等

特別育成訓練
コース

非正規雇用労働者を対象とし
た訓練に対する経費助成等

教育訓練休暇等
付与コース

教育訓練休暇制度などを導入
した事業主への制度導入助成
等

１．デジタル人材・高度人材の育成

３．柔軟な訓練形態の助成対象化

２．労働者の自発的な能力開発の促進

高度デジタル人材※の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成
※ ITSS（ITスキル標準）レベル４若しくは３となる訓練又は大学への入学（情報工学・情報科学）

定額制訓練
労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」（サブスクリプション型の研修サービス）を利用す
る事業主に対する助成

自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した職業訓練費用を負担する事業主に対する助成

長期教育訓練休暇等制度
働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度（所定労働時間の短縮及び所定外労働時間
の免除）を導入する事業主への助成の拡充（長期休暇制度の賃金助成の人数制限の撤廃等）

高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練

情報技術分野認定実習併用職業訓練
ＩＴ分野未経験者の即戦力化のための訓練※を実施する事業主に対する助成
※ OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練

※ 令和４年度から、すべての訓練コースに
おいて、オンライン研修(eラーニング）によ
る訓練を対象化 3



「人への投資促進コース」助成メニューについて

IT分野未経験

自発的能力開発

教育訓練休暇

デジタル／成長分野

情報技術分野（IT分野）認定実習併用職業訓練【新設】
IT分野未経験者を即戦力化するための訓練を実施する事業主への高率助成。

ITやデジタル分野で即戦力となる人材を育成したい

高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練【新設】
高度デジタル人材を育成するための訓練や、大学院での高度な訓練を行う事業主への高率助成。

高度デジタル人材 ・ 高度人材を育成したい

サブスクリプション

定額制訓練【新設】
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成。

オンラインの定額受け放題サービスで効率的に訓練を受けさせたい

自発的職業能力開発訓練【新設】
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成。

労働者の自発的な学び直しの費用を支援したい

長期教育訓練休暇制度／短時間勤務等制度【拡充】
働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成。

労働者の自発的な学び直しのための時間を確保したい

4



「人への投資促進コース」の活用例１

5

IT分野未経験者にIT関連の訓練を行った場合

IT未経験の従業員にも、ITの内容を覚えてもらい、
即戦力として働いてほしい！

資格試験料も助成の対象です！

課題

●訓練コース プログラミング（1名）

●訓練内容
スマート端末上の開発に必要なプログラミング
言語の習得等、OJTで実際に発注を受けたシス
テムの構築。

OFF-JT時間：800時間 訓練経費：70万円
OJT時間 ：200時間

●ITSSレベル２に相当する資格試験の受験
訓練経費：５万円

訓練

●助成率・額
経費助成：60％
賃金助成：１時間あたり760円
OJT実施助成：200,000円

●助成額（左記の訓練内容の場合の例）
経費助成：450,000円（資格試験料を含む）
賃金助成：608,000円
OJT実施助成：200,000円

●成果
IT未経験者にも、基本的な言語の習得や、実際に顧
客から発注を受けたシステムの構築を、自社の従業
員から丁寧にレクチャー。
未経験者から一人前のSEに成長させることができた。
高額で手が出せない資格も、助成金があることで、
取得させることができた。

助成内容（中小企業の場合）・成果

ஃ
ਛ
স
॑
ણ
৷



「人への投資促進コース」の活用例２

6

高度なデジタル分野の訓練を行った場合

高度なデジタル分野の資格を取ってもらい、
核となる人材として働いてほししい！

他のコースより高い
助成率・助成額で支援します！

課題

●訓練コース
プロジェクトマネージャ試験対策講座（1名）

●訓練内容
プロジェクトマネージャ試験対策のための訓練。

訓練時間：30時間 訓練経費：20万円

●ITSSレベル４に相当する資格試験の受験
訓練経費：８万円

訓練

●助成率・額
経費助成：75％
賃金助成：１時間あたり960円

●助成額（左記の訓練内容の場合の例）
経費助成：210,000円（資格試験料を含む）
賃金助成：28,800円

●成果
資格を取得して専門的な知識を身につけること

で、
管理職として活躍してもらうことができた。
高度な資格を保持していることが会社のアピール
ポイントにもなっている。

助成内容（中小企業の場合）・成果

ஃ
ਛ
স
॑
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「人への投資促進コース」の活用例３

7

サブスクリプション型の研修サービスで訓練を行った場合

様々なコンテンツの中から、従業員1
人ひとりに合った訓練を行い、知識を
深めてほしい！

●訓練コース 営業職研修受け放題講座（40名）

●訓練内容
新入社員から管理職までの幅広い層に対応した
営業職に関するeラーニング訓練。

訓練経費 ：42万円
（1名～50名まで１か月3.5万円×12月の料金）

訓練

●助成率・額
経費助成：45％

●助成額（左記の訓練内容の場合の例）
経費助成：189,000円

●成果
１つの訓練契約で幅広い層に訓練を行うことができ、
企業全体の生産性向上に繋がった。

助成内容（中小企業の場合）・成果

ஃ
ਛ
স
॑
ણ
৷

課題



助成金の支給の流れ

Step２ 計画届の申請

Step３ 制度導入

Step４ 訓練実施（制度の適用）

Step５ 支給申請

Step１ 事業内計画の作成等

「人への投資促進コース」を利用するには、「事業内職業能力開発計画」を作成し、労働者に段階的・体
系的な訓練を実施することが必要です。
また、社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンである「職業能力開発推進者」を選ぶことが
必要です。

「訓練実施計画届（様式第１号) 」と「年間職業能力開発計画（様式第3-1号) 」を作成し、訓練開始日
から起算して１か月前まで（厳守）に必要書類を都道府県労働局に提出することが必要です。
※ 通信制により実施される訓練の場合は、「通信制訓練実施計画書（様式第３－２号）」の提出も必要です。
※ このほかに、各訓練メニューごとに必要な書類があります。

「自発的職業能力開発訓練」と「長期教育訓練休暇等制度」の助成の場合は、就業規則等に制度を定める
ことが必要となります。

「年間職業能力開発計画（様式第３－１号）」に基づき、訓練を実施※します。
※長期教育訓練休暇等制度の場合は「制度導入・適用計画届」に基づき制度の適用

なお、計画を変更して訓練を実施する場合は、あらかじめ「訓練実施計画変更届（様式第２号） 」を
提出することが必要です。

訓練計画に記載される訓練終了日※の翌日から起算して２か月以内に「支給申請書（様式第5号）」と、
必要な書類を労働局に提出してください。
※ eラーニングにより実施される訓練については、実際に訓練が修了した日から支給申請が可能です。
※ 「高度デジタル人材訓練」、「成長分野等人材訓練」、「情報技術分野認定実習併用職業訓練」は、訓練修了後に資
格試験を受験し、その受験料を申請する場合は、受験日翌日から２か月以内の申請となります。

自発的職業能力開発訓練 長期教育訓練休暇等制度

【自発的職業能力開発訓練】計画提出前に制度を導入していることが必要です
【長期教育訓練休暇等制度】原則、計画提出後に制度を導入することが必要です
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助成率（額）について

現
行
コ
ー
ス

特定訓練コース 正規

・労働生産性向上訓練
・若年人材育成訓練 等 45％

(＋15％)
30％

(＋15％)
760円
(＋200円)

380円
(＋100円)

－
認定実習併用職業訓練
（OFF-JT＋OJT）

20万円
(+5万円)

11万円
(+3万円)

訓練期間6ヶ月～2年間
（大臣認定必要）

一般訓練コース 正規 上記以外の訓練 30％
(＋15％)

380円
(＋100円) －

特別育成訓練コース 非正規
一般職業訓練 70％

(＋30％)
760円
(＋200円)

475円
(＋125円)

－ 非正規雇用維持の場合の経費助成率は
60％(＋15％)有期実習型訓練

（OFF-JT＋OJT）
10万円
(+3万円)

９万円
(+3万円)

教育訓練休暇付与コース 正規
非正規

教育訓練休暇制度
(1人5日以上取得)

制度導入経費30万円
(＋６万円) － －

長期教育訓練休暇制度
（30日以上の連続休暇取得)

制度導入経費20万円
(＋4万円)

1日当たり6,000円
(＋1,200円) － 賃金助成は、長期教育訓練休暇制度の

場合のみ（１企業２人まで）

教育訓練短時間勤務制度 制度導入経費20万円
(＋4万円) － －

※ （）内の助成率（額）は、生産性要件を満たした場合の率（額）。

※ 現行コース「教育訓練休暇等付与コース」のうち「長期教育訓練休暇制度」及び「教育訓練短時間勤務制度」は、令和４年度から令和６年度までの間は適用しない。

※ 人への投資促進コースの修了後に正社員化した場合は、キャリアアップ助成金（正社員化コース）の加算対象（情報技術分野認定実習併用職業訓練は除く。）

訓練メニュー 対象者 対象訓練
経費助成率 賃金助成額 OJT実施助成額

備考
中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス

高度デジタル人材訓練 正規
非正規

高度デジタル訓練(ITｽｷﾙ標準
（ITSS）レベル3､4以上) 75% 60％ 960円 480円 －

資格試験(受験料)も助成対象
成長分野等人材訓練 海外も含む大学院での訓練 75％

国内大学院

960円 －

情報技術分野認定実習
併用職業訓練

正規
OFF-JT＋OJTの組み合わせの
訓練（IT分野関連の訓練）

60％
(＋15％)

45％
(+15%)

760円
(＋200円)

380円
(+100円)

20万円
(+5万円)

11万円
(+3万円)

訓練期間6ヶ月～2年(大臣認定必要)
資格試験(受験料)も助成対象

長期教育訓練休暇等
制度

正規
非正規

長期教育訓練休暇制度
（30日以上の連続休暇取得）

制度導入経費20万円
(＋4万円)

1日当たり
6,000円

(＋1,200円)
－ ・長期教育訓練休暇制度を導入済みの企

業も賃金助成の対象
・賃金助成の人数制限を撤廃所定労働時間の短縮

及び所定外労働免除制度
制度導入経費20万円

(＋4万円)
－ －

自発的職業能力開発
訓練

正規
非正規

労働者の自発的な職業訓練費用
を事業主が負担した訓練

30％
(＋15％)

－ －

定額制訓練 正規
非正規

「定額制訓練」（サブスクリプ
ション型の研修サービス）

45％
(＋15％)

30％
(＋15％）

－ －
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申請書類の場所は

人材開発支援助成金ホームページ

https://www.mhlw.go.jp /stf/seisakunitsuit

e /bunya/koyou_rkyufukin /d01-1.html

申請書類ダウンロード

訓練計画の届出・変更、支給申請に係る申請様式のダウンロードができます。

！注意！
支給申請書などの書類は、訓練実施計画届または制度導入・適用計画届提出時の様式をお使いください。
（既に提出した計画届に、変更届により新たに訓練コースを追加した場合は、変更届の提出時）
例：令和元年8月に訓練実施計画届を提出し受理された方 → 『申請書類（平成31年4月1日から令和2年3月31日までに計画届
けを提出された方はこちら）』のリンク先の様式をお使いください。
• 申請書類（令和4年8月1日以降に計画届を提出された方はこちら）
• 申請書類（令和4年4月1日から令和4年7月31日までに計画届を提出された方はこちら）
• 申請書類（令和3年12月21日から令和4年3月31日までに計画届を提出された方はこちら）
• 申請書類（令和3年4月1日から令和3年12月20日までに計画届を提出された方はこちら）
• 申請書類（令和2年12月25日から令和3年3月31日までに計画届を提出された方はこちら）
• 申請書類（令和2年4月1日から令和2年12月24日までに計画届を提出された方はこちら（下記以外））
• 申請書類（令和2年2月14日から令和2年12月24日までに特別育成訓練コースの計画届を提出された方はこちら）
• 申請書類（平成31年4月1日から令和2年3月31日までに計画届を提出された方はこちら）
• 申請書類（平成30年4月1日から平成31年3月31日までに計画届を提出された方はこちら）
• 申請書類（平成29年4月1日から平成30年3月31日までに計画届を提出された方はこちら）
• 申請書類（平成28年4月1日から平成29年3月31日までに計画届を提出された方はこちら）
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00010.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199535.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000119441.html

