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施行時期 項目 社保関連

2022年
4月

有期雇用労働者の取得要件緩和

育児休業取得のための個別働きかけ

育児休業取得のための環境整備

2022年
10月

育児休業の分割取得 保険料免除要
件の変更
（緩和と引き締
め）出生時育児休業（産後パパ育休）

2023年
4月

育児休業取得状況の公表義務付け



有期雇用労働者の取得要件緩和 （2022.4）

１．入社１年以上であること

２．子どもが１歳6ヶ月（延長は2歳）になるまでに労

働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでな

いこと

１．入社１年以上であること ←廃止

２．子どもが１歳6ヶ月（延長は2歳）になるまで

に労働契約期間が満了し、更新されないことが明ら

かでないこと（※）
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介護休業についても同様の改正が行われています
※介護休業開始予定日から起算して 93日を経過する日から6ヶ月に達する日

改正前

改正後

引き続き使用された期
間が１年未満の労働者
は、労使協定の締結に

より除外可

改正前、労使協定で１年
未満の労働者は除外とし
ていた場合でも、改めて
労使協定を結ぶ必要あり



育休取得のための個別働きかけ （2022.4）

従業員や従業員の配偶者が妊娠、出産したことを申し出たとき

■育児休業に関する制度等を知らせる（個別周知）

■育児休業の申し出の意向を確認するための面談等を行う（意向確認）

※この申し出にかかる不利益取扱いの禁止

2023.2ⓒドリームサポート社会保険労務士法人

4

【今後決まること】
• 育児休業に関する制度以外に知らせる内容
• 面談以外の意向確認の方法（書面による制度の情報提供等）

妊娠・出産

の申出ルー

トを周知

個別面談を

セット

面談を円滑

にするツー

ルを準備

周知すべき事項



妊娠・出産を会社に伝えた際に会社から受けた説明や働きかけ
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従来から説明が求められている内容

2023.2ⓒドリームサポート社会保険労務士法人

6

▶育児休業および介護休業中の待遇に関する事項
育児休業および介護休業期間についての賃金（休業終了後の賃金額算定
方法等・退職金についても含む）、その他の経済的給付、教育訓練の実
施等

▶育児休業および介護休業後の労働条件に関する事項：昇進、昇格およ
び年次有給休暇等に関すること

▶その他の事項

・子を養育しないこととなったことにより育児休業期間が終了した
場合および対象家族を介護しないこととなったことにより介護休業
期間が終了した場合の労務の提供の開始時期

・労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に
支払う方法

※具体的な取扱いを明示するときには、文書を交付することによって行う



社内様式例のひな型

2023.2ⓒドリームサポート社会保険労務士法人

7出典：厚生労働省パンフレット「就業規則への記載はもうお済みですか ‐育児・介護休業等に関する規則の規定例‐」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf



育児・介護休業取扱通知書の交付
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https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf



産前産後・育児休業期間中の経済的支援
名称 内容 問合せ先

出産育児一時金 健康保険の加入者が出産したとき、１児につき42万円（産科医療補償制度加算対
象出産でない場合は40万８千円）が支給される

協会けんぽ
健康保険組合

出産手当金 産前産後休業の期間中、健康保険から１日につき、原則として賃金の３分の２相当
額が支給される

協会けんぽ
健康保険組合

出生時育児休業給付金 雇用保険の被保険者（一定の要件あり）が、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、子を養育するための産
後パパ育休（出生時育児休業）を取得した等一定要件を満たしたとき、原則として
休業開始前賃金の67％が支給される

ハローワーク

育児休業給付金 雇用保険の被保険者（一定の要件あり）が、１歳未満の子（保育所に入れないなど
の事情があれば最長２歳に達する日まで）を養育するために育児休業を取得したと
き、原則として休業開始後６か月間は休業開始前賃金の67％、休業開始から６か
月経過後は50％が支給される

ハローワーク

社会保険料の免除 産前産後休業中、出生時育児休業中、育児休業中、健康保険・厚生年金保険の保
険料は、会社から年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、本人
負担分、会社負担分ともに免除される

年金事務所
健康保険組合

産前・産後休業終了後、
育児休業終了後の標準
報酬（健康保険・厚生年
金保険）の特例

産前・産後休業又は育児休業等を終了した後、育児等を理由に報酬が変動したこ
とで、実際に受け取る報酬の額と社会保険料の算定に使用される標準報酬月額と
がかけ離れた額になった場合、標準報酬月額の改定を申し出ることができる

年金事務所
健康保険組合

３歳未満の子を養育する
期間についての年金額
計算の特例（厚生年金保
険）

３歳未満の子を養育する被保険者のうち、養育期間中の各月の標準報酬月額が養
育を始めた月の前月と比べて低下した期間について、将来受け取る年金額の計算
に際して、養育を始めた月の前月の標準報酬月額を当該養育期間の標準報酬月
額とみなす申出をすることができる

年金事務所

2023.2ⓒドリームサポート社会保険労務士法人

9



雇用環境の整備 （2022.4）
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① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

※管理職研修/一般社員研修など

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（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

※複数の措置を講じることが望ましい

育児休業や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らない



育児休業・出生時育児休業以外の両立支援制度

育児短時間勤務制度 ３歳に満たない子を養育する場合、１日の所定労働時間を
６時間に短縮すること

所定外労働の制限 ３歳に満たない子を養育する場合、所定外労働を制限する
ことを請求できる制度

時間外労働の制限 小学校就学前の子を養育する場合、時間外労働を1ヵ月に
つき24 時間、１年につき150 時間以内に制限することを
請求できる制度

深夜業の制限 小学校就学前の子を養育する場合、午後10 時から午前５
時の深夜業を制限することを請求できる制度
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労働者からの請求により利用できる制度

（就業規則の規定が必要）



子の看護休暇

・時間単位での取得も可※

・年次有給休暇とは別に設定する必要あり

※労使協定により、以下の労働者を除外することができる

①引き続き雇用された期間が６ヵ月未満

➁所定労働日数が週2日以下

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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小学校就学前の子を養育する労働者は、１年度において５日
（子が２人以上の場合は10 日）まで、病気・けがをした子の
看護、又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために、子の
看護休暇を取得することができる

※法を上回る制度として、
「中抜け」ありの時間単位
取得を認めるなど、弾力
的な制度を推奨



育休取得状況の公表義務 （2023.4）
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常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、毎年少なくとも１回、育児
休業等の取得の状況について公表を義務付ける

■予定される公表内容

❶男性の育児休業等の取得率、または❷育児休業等および育児目的休暇の取得率

（公表前事業年度※において）男性労働者が
育児休業等をしたものの数

男性労働者であって、配偶者が出産したものの数

（公表前事業年度※において）雇用する男性労働者が
育児休業等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を利用したものの数 の合計数

男性労働者であって、配偶者が出産したものの数

❶育児休業等の取得割合 ❷育児休業等と育児目的休暇の取得割合

または

※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のこと



ドリームサポート社会保険労務士法人

Mail: info@dream-support.or.jp / Web:「ドリサポ」で検索

国分寺オフィス

〒185-0021 東京都国分寺市南町3-15-6小林ビル５F
Tel.042-300-0323 Fax.042-300-0324

YouTubeチャンネル「ドリームサポート社会保険労務士法人」

ⓒドリームサポート社会保険労務士法人

ドリームサポート社会保険労務士法人では、
コミュニケーション不足、過重な労働量・労働時間など
職場の課題をまとめて解決する

「週４正社員®制度」を推進しています！

チャンネル登録お願いします！

2023.2
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