
 

 

 

 

【資料 3】 

改正育児・介護休業法に関す

る連合の取り組みについて 
  



第 11回中央執行委員会/2016.8.25確認 

 

 
改正育児・介護休業法等に関する連合の取り組みについて 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 介護離職やマタニティ・ハラスメントが社会問題となる中、「雇用保険法等の一部

を改正する法律案」として一括審議された育児・介護休業法等改正法案が 2016 年の

第 190通常国会において成立し、2017年 1月 1日より施行される。 

 今回の改正育児・介護休業法等では、介護休業の分割取得、介護のための所定外労

働免除の新設、有期契約労働者の育児休業等の取得要件緩和、妊娠・出産・育児休業・

介護休業等に関するハラスメントの防止措置義務化が盛り込まれるなど、介護分野を

中心に両立支援制度の大幅な改正が行われた。   

連合は、今回の改正にあたり「連合の取り組み」を策定し、男女ともにすべての労

働者が仕事と育児・介護を両立できる就業環境の整備に向けて、構成組織・地方連合

会とともに各職場における取り組みを推進する。 

 

 

Ⅱ．育児・介護休業法等の主な改正点 

 

１．育児との両立支援制度 

（１）有期契約労働者の育児休業の取得要件について、現行の①当該事業主に引き

続き雇用された期間が 1年以上であること、②子が 1歳以降も雇用継続の見込

みがあること、③子が 2 歳までの間に契約が更新されないことが明らかである

者を除くの 3要件のうち、②の要件を削除し、③の要件の「2歳」を「1歳 6ヵ

月」に短縮する。 

（２）子の看護休暇(年 5日)について、半日単位の取得を可能とする。 

（３）育児休業等の対象となる子の範囲について、法律上の親子関係である実子・

養子に加えて、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されてい

る子といった法律上の親子関係に準じる関係にある子も追加する。 

 

２．介護との両立支援制度 

（１）介護休業について、対象家族 1 人につき通算 93 日まで 3 回を上限として、

分割取得を可能とする。 

（２）介護のための所定労働時間の短縮措置等について、介護休業とは別に、利用

開始から 3年の間で 2回以上の利用を可能とする。 

（３）介護休暇(年 5日)について、半日単位の取得を可能とする。 

（４）有期契約労働者の介護休業の取得要件について、現行の①当該事業主に引き

続き雇用された期間が 1年以上であること、②休業開始予定日から起算して 93

日を経過する日以降も雇用継続の見込みがあること、③93日を経過した日から

1 年を経過する日までに契約が更新されないことが明らかである者を除くの 3

要件のうち、②の要件を削除し、③の要件の「1年」を「6ヵ月」に短縮する。 

（５）介護のための所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求すること



ができる権利として新設する。 

（６）介護休業等の対象家族の範囲で、祖父母、兄弟姉妹及び孫の「労働者が同居

し、かつ扶養している」との要件を削除する。 

 

３．就業環境の整備 

（１）妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する上司・同僚などによるハラスメ

ントの防止措置を事業主に義務づける。 

（２）派遣労働者について、派遣先も事業主とみなして上記防止措置と不利益取扱

いの禁止規定を適用する。 

 

 

Ⅲ．具体的な取り組み 

2017年1月1日施行に向けて、すべての労働組合は、今回改正された項目について、

職場で調査・点検を行い、改正法の基準を満たすよう労働協約・就業規則改定等に

取り組む。その上で、可能な労働組合は、法を上回る取り組みを積極的に行う。ま

た、勤続期間を要件とする労使協定1による除外は行わず、すべての労働者が取得で

きるようにする。 

 

１．育児との両立支援制度 

（１）有期契約労働者の育児休業 

  ＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

○「1歳以降も雇用継続の見込みがあること」という要件が規定されている場合

には、これを削除する。 

○「子が2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く」という要件

が規定されている場合には、「2歳」を「1歳6ヵ月」に短縮する。 

○法定の要件を上回る運用がされている場合は、労働協約・就業規則等に明記す

る。 

  ＜法を上回る要求として積極的に取り組むべき課題＞ 

○有期契約労働者の取得要件を撤廃し、無期契約労働者と同様に育児休業を取得

できるようにする。 

 

（２）子の看護休暇 

 ＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

○取得単位が1日単位のみの場合は、半日単位の取得も可能とする。 

  ＜法を上回る要求として積極的に取り組むべき課題＞ 

○時間単位の取得も可能とする。また、取得可能日数については、子 1人につき

年 5日2の取得を可能とする。 

○半日単位の取得について、労使協定による除外3は行わず、すべての労働者が取

                         
1
 労使協定によって、育児休業・介護休業および短時間勤務制度等においては勤続 1年未満、子の看護・

介護休暇においては勤続 6ヶ月未満の労働者を適用除外とすることができる。 
2 子の看護休暇の取得可能日数は小学校就学前の子が 1人であれば年５日、２人以上であれば何人で

も年 10日までとなっている。 
3 「業務の性質または業務の実施体制に照らして、半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と

認められる業務」については、労使協定により除外できる。 



得できるようにする。 

 

（３）育児休業等の対象となる子の範囲 

＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

○育児休業をはじめとする育児の両立支援制度の対象となる子の範囲を「法律上

の親子関係である実子・養子」のみとしている場合は、「特別養子縁組の監護

期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった法律上の親子関係に準

じる関係にある子」も追加する。 

 

 （４）育児のための所定労働時間の短縮措置  

  ＜法を上回る要求として積極的に取り組むべき課題＞ 

  ○対象となる子の年齢4は、中学校就学始期までとする。少なくとも小学校就学前

まで引き上げる。 

 

 ２．介護との両立支援制度 

（１）介護休業 

 ＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

○対象家族1人につき、通算93日まで少なくとも3回分割取得できる制度となるよ

うに整備する。 

  ＜法を上回る要求として積極的に取り組むべき課題＞ 

○介護休業期間は少なくとも 1年とし、分割回数は柔軟に対応する。なお、対象

家族 1人につき、通算 93日を超える、もしくは分割回数が 4回目以降となる

場合の介護休業は、雇用保険の介護休業給付金の支給対象とはならないことに

留意し、休業中の所得保障制度を整備する。 

 

（２）介護のための所定労働時間の短縮措置等 

＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

○利用開始から3年の間で2回以上の利用ができる制度となるように整備する。な

お、介護休業と取得日数を通算している場合は単独措置とする。 

＜法を上回る要求として積極的に取り組むべき課題＞ 

○介護の事由解消まで回数の制限なく利用できる制度とする。また、介護のため

の所定労働時間の短縮措置等は事業主の選択的措置義務5となっているが、短時

間勤務制度は単独措置とする。また、必要に応じて、その他の選択的措置につ

いても整備する。 

 

 （３）介護休暇 

＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

○取得単位が1日単位のみの場合は、半日単位の取得も可能とする。 

  ＜法を上回る要求として積極的に取り組むべき課題＞ 

○時間単位の取得も可能とする。また、取得可能日数について、対象家族 1人に

                         
4 育児のための所定労働時間の短縮措置は、今回見直しは行われず、子の対象年齢は３歳未満である。 
5
事業主は以下のいずれかの措置を選択して講じなければならない。①短時間勤務、②フレックスタイ

ム制、③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ、④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これ

に準じる制度 



つき年 5日の取得を可能とする。 

○半日単位の取得について、労使協定による除外6は行わず、すべての労働者が取

得できるようにする。 

 

（４）有期契約労働者の介護休業 

＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

○「休業開始から起算して 93 日を経過する日以降も雇用継続の見込みがあるこ

と」という要件が規定されている場合は、これを削除する。 

○「93 日を経過した日から 1 年を経過する日までに更新されないことが明らか 

である者を除く」という要件が規定されている場合は、「1年」を「6ヵ月」に

短縮する。 

○法定の要件を上回る運用がされている場合は、労働協約・就業規則等に明記す

る。 

＜法を上回る要求として積極的に取り組むべき課題＞ 

○有期契約労働者の取得要件を撤廃し、無期契約労働者と同様に介護休業を取得

できるようにする。 

 

（５）介護のための所定外労働の免除 

 ＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

○介護のための所定外労働の免除を介護終了までの期間請求できるように制度

を整備する。 

 

（６）介護休業等の対象家族の範囲 

＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

○介護休業等の対象家族の範囲で祖父母、兄弟姉妹及び孫に「労働者が同居し、

かつ扶養している」との要件があれば削除する。 

  

 （７）仕事と介護の両立に向けた情報提供 

  ＜法を上回る要求として積極的に取り組むべき課題＞ 

  ○両立支援制度の周知とともに、介護保険制度に関する情報も提供する。また、

仕事と介護の両立を支援するための相談窓口を設置する。 

 

３．就業環境の整備 

（１）ハラスメント防止措置 

 ＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

 ○妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する上司・同僚などによるハラスメン

トの防止措置7を講ずる。 

 ＜法を上回る要求として積極的に取り組むべき課題＞ 

 ○育児休業や介護休業等の両立支援制度を利用していなくても、育児や介護に関

                         
6 「業務の性質または業務の実施体制に照らして、半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と

認められる業務」については、労使協定により除外できる。 
7
事業主は、①方針の明確化及び周知・啓発、②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備、③職場におけるハラスメントの事後の迅速かつ適切な対応、④ハラスメントの原因や

背景となる要因を解消するための措置等、指針により定められている 13項目を講じなければならない。 



するハラスメント防止に取り組み、被害者等に対して適切な対応を行う。 

○ハラスメントの実態と背景について、調査・点検を行い、必要な措置を講ずる。 

○性別役割分担意識の解消に留意し、男性も含めて制度利用に関する周知・啓発

を行う。特に、新たに両立支援制度利用の対象となった者とその上司に対して

必ず行う。 

○相談窓口については、あらゆるハラスメントの相談を一体的に受けられる体制

を整備する。また、取引先からのハラスメントも対象となることを周知する。 

○ハラスメントが起こる要因を解消するために、業務体制の整備に際しては代替

要員を確保する。 

○ハラスメントを受けた被害者が休業を余儀なくされた場合においては、原職又

は原職相当職へ復帰できるようにする。 

 

（２）派遣先における派遣労働者への対応 

 ＜すべての労働組合が取り組むべき課題＞ 

○派遣元だけでなく、派遣先も事業主として、派遣労働者に対する上記防止措置

や不利益取扱いの禁止規定適用にあたっての必要な措置を講ずる。 

＜法を上回る要求として積極的に取り組む課題＞ 

○派遣先において、派遣労働者に対する上司・同僚などによる、妊娠・出産・育

児休業・介護休業等を理由としたハラスメントや契約打ち切り、労働者の交替

等の不利益取扱いが行われていないか調査・点検を実施するとともに、必要に

応じて、派遣元と連携の上、派遣先における職場環境の改善に取り組む。 

○ハラスメント防止措置として、管理職等の研修などを通じて、ハラスメントや

不利益取扱い等が行われないように徹底を働きかける。 

 

 

Ⅳ．取り組みの進め方 

 

 １．連合本部 

（１）「改正育児・介護休業法等に関する連合の取り組み(以下、連合の取り組み)」

を策定し、周知をはかる。 

 （２）労働協約の改定を図るため、チェックシート等、改正点のわかりやすい解説

資料を作成し、構成組織・地方連合会の取り組みを支援する。 

（３）連合本部が主催する関係会議等を通じて、取り組みの好事例の紹介や改正法

等の学習会を開催する。 

 

  

２．構成組織 

 （１）「連合の取り組み」を踏まえ、方針やガイドラインを策定するなど、加盟組

合の取り組みを支援する。 

 （２）学習会等を開催し、加盟組合において、男女ともにすべての労働者が育児・

介護を両立できる就業環境の整備や意識啓発などの実質的な取り組みが進

められるように支援する。 

 （３）加盟組合に対して、「連合の取り組み」や構成組織の方針・ガイドラインに

もとづき、職場点検、労使協議および労働協約の改定が実施できるよう支援



する。 

 

３．地方連合会 

（１）男女ともにすべての労働者が育児・介護を両立できる就業環境の整備に向け

て、「連合の取り組み」を活用した学習会等を開催するなど、周知・啓発に

取り組む。 

（２）都道府県労働局の雇用環境・均等部（室）への要請行動・意見交換等の通年

の取り組みを通じて、周知・啓発と支援強化等を求める。 

以 上 

 

 

 

 

 

  



＜参考:第170回労働政策審議会雇用均等分科会・厚生労働省資料＞ 

 
 

 
 



 

 

 

 

【資料 4】 

改正育児・介護休業法等に関

するチェックシート 2016.9.1チェ

ックボックス入り 
  



2017年 1月 1日施行に向けた 

改正育児・介護休業法等に関するチェックシート 

１．育児との両立支援制度 

有期契約労働者の育児休業             【育介法】第５条第１項、【育介指針】第２の１ 

 

○すべての労働組合が取り組むべき項目 

 「1歳以降も雇用継続の見込みがあること」との要件は削除した。  

「子が 2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く」との要件は、「2歳」を

「1歳 6ヵ月」に短縮した。 
 

法定の要件を上回る運用がされている場合は、労働協約・就業規則等に明記した。  

◎法を上回る要求として積極的に取り組むべき項目 

 有期契約労働者の取得要件を撤廃し、無期契約労働者（正社員等）と同様に育児休業を取

得できるよう整備した。 
 

子の看護休暇       【育介法】第 16条の２・３、【育介省令】第 34条、【育介指針】第２の２ 

 ○すべての労働組合が取り組むべき項目 

 半日単位の取得もできるように整備した。  

◎法を上回る要求として積極的に取り組むべき項目 

 時間単位の取得もできるように整備した。  

人数に関わらず、子 1人につき年 5日取得できるように整備した。  

取得単位の労使協定による除外は行わず、すべての労働者が取得できるように整備した。  

育児休業等の対象となる子の範囲           【育介法】第２条第１号、【育介省令】第１条 

 ○すべての労働組合が取り組むべき項目 

 子の範囲に「特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった

法律上の親子関係に準じる関係にある子」も追加した。 
 

育児のための所定労働時間の短縮措置                  【育介法】第 23条第１項 

 ◎法を上回る要求として積極的に取り組むべき項目 

 対象となる子の年齢を中学校就学始期まで引き上げた。  

 

２．介護との両立支援制度 

介護休業             【育介法】第 11条・第 15条、【雇用保険法】第 61条の６第６項 

 

○すべての労働組合が取り組むべき項目 

 対象家族1人につき、通算93日まで少なくとも3回分割取得できる制度を整備した。  

◎法を上回る要求として積極的に取り組むべき項目 

 介護休業期間は少なくとも 1年とし、分割回数は柔軟に対応できるように整備した。  

休業中の所得保障制度を整備した。  

介護のための所定労働時間の短縮措置等  【育介法】第 23条第３項、【育介省令】第 23条第３項 

 ○すべての労働組合が取り組むべき項目 

 利用開始から 3年の間で 2回以上の利用ができる制度を整備した。  

介護休業と取得日数を通算しない単独措置として整備した。  



◎法を上回る要求として積極的に取り組むべき項目 

 介護の事由解消まで無期限に、回数の制限なく利用できる制度を整備した。  

短時間勤務制度は単独措置として整備した。 

（必要に応じて、その他の選択的措置についても整備した。） 
 

介護休暇         【育介法】第 16条の５・６、【育介省令】第 34条、【育介指針】第２の２ 

 ○すべての労働組合が取り組むべき項目 

 半日単位の取得もできるように整備した。  

◎法を上回る要求として積極的に取り組むべき項目 

 時間単位の取得もできるように整備した。  

人数に関わらず、対象家族 1人につき年 5日取得できるように整備した。  

取得単位の労使協定による除外は行わず、すべての労働者が取得できるように整備した。  

有期契約労働者の介護休業            【育介法】第 11条第１項、【育介指針】第２の１ 

 ○すべての労働組合が取り組むべき項目 

 「休業開始から起算して93日を経過する日以降も雇用継続の見込みがあること」との要件

は削除した。 
 

「93日を経過した日から 1年を経過する日までに更新されないことが明らかである者を除

く」との要件は、「1年」を「6ヵ月」に短縮した。 
 

法定の要件を上回る運用がされている場合は、労働協約・就業規則等に明記した。  

◎法を上回る要求として積極的に取り組むべき項目 

 有期契約労働者の取得要件を撤廃し、無期契約労働者（正社員等）と同様に育児休業を取

得できるよう整備した。 
 

介護のための所定外労働の免除        【育介法】第 16条の９第１項、【育介指針】第２の３ 

 ○すべての労働組合が取り組むべき項目 

 介護のための所定外労働の免除を介護終了までの期間請求できるよう制度を整備した。  

介護休業等の対象家族の範囲            【育介法】第２条第４号、【育介省令】第３条 

 ○すべての労働組合が取り組むべき項目 

 介護休業等の対象家族の範囲で祖父母、兄弟姉妹及び孫に「労働者が同居し、かつ扶養し

ている」との要件は削除した。 
 

仕事と介護の両立に向けた情報提供                 【育介指針】第２の８の（３） 

 ◎法を上回る要求として積極的に取り組むべき項目 

 両立支援制度の周知とともに、介護保険制度に関する情報も提供することとした。  

仕事と介護の両立を支援するための相談窓口を設置した。  

 

  



３．就業環境の整備 

ハラスメント防止措置 

【育介法】第 25条、【育介指針】第２の 14、【均等法】第 11条の２、【マタハラ指針】 

 

○すべての労働組合が取り組むべき項目 

周
知
・
啓
発 

労働協約や就業規則等に下記の内容を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発を

行った。 

①妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの内容 

②妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する否定的な言動がハラスメント発生の背景

や原因となり得ること 

③職場において妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントがあってはな

らない旨の方針 

④妊娠・出産・育児・介護に関する制度が利用できる旨 

 

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを行った者に対して、厳正に対

処する旨の方針、およびその内容を労働協約や就業規則等に定め、管理・監督者を含む労

働者に周知・啓発を行った。 

 

相 

談 

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談窓口を設置した。  

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの発生の恐れがある場合やハラ

スメントに該当するか微妙な場合も含めて、広く相談に対応することができるよう、相談

窓口対応者が内容や状況に応じ適切に対応できるよう整備した。 

（適切に対応している例） 

・相談窓口の担当者が相談を受けた場合、相談窓口担当者と人事部門が連携を図ることが

できるしくみ。 

・相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニ

ュアルに基づき対応するなど。 

 

迅
速
か
つ
適
切
な
対
応 

ハラスメントの相談を受けた場合に、事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること

とした。  

ハラスメントの事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の為の措置を適

正に行うこととした。 
 

ハラスメントの事実確認ができた場合には、行為者に対する措置（懲戒、被害者と行為者

の関係改善、行為者の謝罪等）を適正に行うこととした。 
 

ハラスメントがあった場合に、再発防止に向けた措置を講じることを定めた（事実確認が

できなかった場合も同様）。 
 

体
制
整
備 

ハラスメントをなくすために、業務体制の整備など、実情に応じた必要な措置を講じた。 

（適切に対応している例） 

・制度を利用している労働者の周囲の労働者への業務の偏りを軽減するよう、負担軽減の

ための業務分担の見直し。 

・業務の点検を行い、業務の効率化の実施など。 

 

  



 

そ
の
他 

相談者・行為者のプライバシー保護のために必要な措置を講じるとともに、その旨を労働

者に対して周知した。 
 

ハラスメントに関して相談したことや、事実関係の確認に協力したこと等によって、不利

益な取り扱いを行ってはならない旨を労働協約や就業規則等に定め、労働者に周知・啓発

を行った。 

 

◎法を上回る要求として積極的に取り組むべき項目 

 育児休業や介護休業等の両立支援制度を利用していなくても、育児や介護に関するハラス

メント防止に取り組み、被害者等に対して適切な対応が行える体制を整備した。 
 

ハラスメントの実態と背景について、調査・点検を行い、必要な措置を講じた。  

性別役割分担意識の解消に留意し、男性も含めて制度利用に関する周知・啓発を行い、新

たに両立支援制度利用の対象となった者とその上司に対しては必ず行うこととした。 
 

あらゆるハラスメントの相談を一体的に受けられる体制を整備した。  

取引先からのハラスメントも対象となることを周知した。  

周囲の労働者への業務負担が結果としてハラスメントの要因となり得ることから、代替要

員を確保することとした。 
 

ハラスメントを受けた被害者が休業を余儀なくされた場合は、原職又は原職相当職へ復帰

できることとした。 
 

派遣先における派遣労働者への対応 

【派遣法】第 47条の２・３、【育介指針】第２の 14、【マタハラ指針】 

 ○すべての労働組合が取り組むべき項目 

 派遣先も事業主として、派遣労働者に対するハラスメント防止措置や不利益取扱いの禁止

規定適用にあたっての必要な措置を講じた。 
 

◎法を上回る要求として積極的に取り組むべき項目 

 派遣先における派遣労働者に対する妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由としたハラ

スメントや不利益取扱いが行われていないか調査・点検を実施し、必要に応じて、派遣元

と連携の上、派遣先の職場環境の改善に取り組んだ。 

 

ハラスメント防止措置として、管理職等の研修などを通じて、ハラスメントや不利益取扱

い等が行われないよう徹底することとした。 
 

 

以上 



 

 

 

 

【資料 5】 

改正育児・介護休業法に関する

Ｑ＆Ａ 
  



2016.10.5 

2017年 1月 1日施行に向けた 

改正育児・介護休業法に関するＱ&Ａ 

 

日本労働組合総連合会 

男女平等局 

 

このＱ＆Ａは、これまでに連合・男女平等局に寄せられた質問をもとに作成しました。 

今後、職場で労働組合と経営側が協議して労働協約を締結し、就業規則を定める上で参考

にしていただくよう、随時情報提供を行っていく予定です。ご意見・ご質問がありましたら

連合・男女平等局までご連絡下さるようお願い申し上げます。 

 

[お問い合わせ]連合・男女平等局 jtuc-josei@sv.rengo-net.or.jp 

                                Tel:03-5295-0515 Fax:03-5295-0549 

 

＜介護休業＞ 

 

Ｑ１．今回緩和されたという介護休業の「判断基準」とは何ですか。 

Ａ１．育児・介護休業法および省令では、介護休業等の対象となる家族の「要介護状態」

について、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、２週間以上の期間

にわたって常時介護を必要とする状態」と規定しています。 

その「常時介護を必要とする状態」については、局長通達で判断基準が示されてお

り、今回の改正に伴い、判断基準も緩和する内容で新しくなりました（別紙参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、局長通達は行政における法令の解釈であり、判断基準に該当しなければ介

護休業が取得できないというものではありません。局長通達においても、「労働者の

個々の事情にあわせて、事業主は柔軟に運用することが望ましい」とあります。 

そのため、就業規則等で判断基準を設ける必要はありませんが、①判断基準を設け

ている場合は、新基準を下回らないように整備すること、②設けている判断基準、も

しくは運用がすでに新基準を上回る場合は労働条件の不利益変更とならないように現

行基準を維持することが重要です。 

なお、介護休業給付金の支給に際して、判断基準に該当しているかは問われません。 

要介護状態にある対象家族の介護  

 

新・判断基準 

（別紙参照） 

負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、 

2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態 

法第２条第２号、第３号 

施行規則第２条（省令） 

局長通達 

(2016.8.2雇児発 0802第 3号) 

 

＜介護休業等の対象＞ 

mailto:jtuc-josei@sv.rengo-net.or.jp


Ｑ２．介護休業給付金は、取得期間が通算 93 日を下回っていても、４回目以降は対象に

ならないのでしょうか。 

Ａ２．今回の改正で、介護休業は、対象家族 1人につき通算 93日まで３回を上限に分割で

取得できるようになりました。 

介護休業給付金についても、分割にあわせて支給されるようになります。しかし、

通算 93日を下回っていても、法を上回る４回目以降の場合や、分割回数が３回以内で

も、法を上回る通算 94日目以降の場合は支給対象となりませんので、留意が必要です。 

そのため、労働者が介護休業を申出する際に、介護休業給付金の支給対象となる範

囲についても説明するよう事業主に求めていくことが重要です。 

また、労働協約改定等に取り組む際は、介護休業取得期間は少なくとも 1 年とし、

分割回数は柔軟に対応できるように整備することが重要ですが、介護休業給付金の支

給対象とならない期間および分割回数における休業中の所得保障制度もあわせて検討

する必要があります。 

 

＜通算 80日で分割４回の場合＞ 

 

 

 

 

＜通算 100日で分割３回の場合＞ 

 

 

 

 

 

Ｑ３．介護休業について、１回あたりの取得期間を定めることはできますか。 

Ａ３．介護休業の取得期間については規定がないため、法定内の通算 93日かつ３回までは

１回あたりの取得期間を定めることはできません。介護休業給付金についても要件を

満たせば、１日の取得でも支給されます。なお、法を上回る部分（通算 93日を超える、

もしくは４回目以降）については、１回あたりの取得期間を定めることは可能です。 

 

＜子の看護休暇・介護休暇＞ 

 

Ｑ４．子の看護休暇や介護休暇は、すべての日数について半日単位の取得を可能とする必

要がありますか。 

Ａ４．今回の改正で、子の看護休暇および介護休暇は半日単位の取得が可能となりました。 

子の看護休暇および介護休暇については、法定内のすべての日数（対象１人につき

年５日、２人以上は年 10日）で１日単位または半日単位で取得できるように就業規則

等で整備する必要があります。 

子の看護休暇および介護休暇の半日単位取得は、１日単位を原則とする年次有給休

１回目(20日間) ２回目(20日間) ３回目(20日間) ４回目(20日間) 

○３回分の通算 60日は支給対象 ×４回目は通算 93日以内でも支給対象外 

○ ○ ○ × 

１回目(40日間) ３回目(20日間) ２回目(40日間) 

○ ○ ○ × 

○３回目の通算 93日までは支給対象 ×３回目の通算 94日以降は支給対象外 

93日 94日 



暇の時間単位（労使協定で５日が限度）や半日単位（１日単位取得の阻害がない範囲

で可能）取得と主旨や取り扱いが異なりますので、留意が必要です。 

    

Ｑ５．子の看護休暇や介護休暇の半日単位取得は労使協定で定める必要がありますか。 

Ａ５．半日単位の時間数が１日の所定労働時間の２分の１であれば労使協定で定める必要

はありません。２分の１以外の時間数を半日と定める場合には、労使協定で①対象と

なる労働者の範囲、②取得の単位となる時間数、③休暇１日当たりの時間数について

定める必要があります。 

   なお、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、半日単位で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」については、労使協定で除外することができま

すが、指針に例示されている業務であっても、すべての労働者が半日単位で取得でき

るように整備することが重要です。 

 

＜選択的措置義務＞ 

 

Ｑ６．介護のための所定労働時間の短縮措置等は、「利用開始から３年の間で２回以上」と

ありますが、例えば、短時間勤務制度を半年間利用した後、３年経ったら、その後は

利用できないのでしょうか。 

Ａ６．今回の改正で、介護のための所定労働時間の短縮措置は、介護休業とは別に、利用

開始から３年の間で２回以上の利用が可能になりました。 

利用開始から３年とは、最初に利用を開始した日を起点に３年間となりますので、

法律上は、例えば 2017年 1月 1日から利用を開始した場合は、例え半年間 1回だけの

利用でも、2020年 1月 1日以降は利用できなくなります。 

労働協約改定等に取り組む際は、介護の事由解消まで回数の制限なく柔軟に利用で

きる制度として整備することが重要です。 

 

＜法定通りの場合＞ 

 

 

 

 

 

 

Ｑ７．介護のための所定労働時間の短縮措置等について、１回あたりの利用期間に上限を

定めることは可能ですか。 

Ａ７．１回の利用期間については規定がないため、法定内の３年の間で１回の利用期間に

上限を定めることはできません。そのため、利用開始から３年間利用することもでき

ます。なお、法を上回る３年間を超える期間については、１回あたりの利用期間に上

限を定めることは可能です。 

以上 

       最初に利用した日を起点として 

3年以内に 2回以上利用可能 

2017.1.1 2018.1.1 2019.1.1 2020.1.1 

2020.1.1以降 

利用不可 

× ○ 

1.1～6.30 

半年間利用 



＜別紙＞局長通達 2016.８.２雇児発 0802第３号からの抜粋 

 

 

（注１）各項目の１の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。 

（注２）各項目の２の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、

「指示」、「声かけ」等のことである。 

（注３）「①座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。 

（注４）「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。 

（注５） ⑨３の状態(物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。 

（注６）「⑫日常の意思決定｣とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。 

（注７）慣れ親しんだ日常生活に関する事項（見たいテレビ番組やその日の献立等）に関する意思決定 

はできるが、本人に関する重要な決定への合意等（ケアプランの作成への参加、治療方針への合 

意等）には、指示や支援を必要とすることをいう。 


