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○

地 方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）（抄）
（育児休業の承認）

職員（第十八条第一項の規定により採 用された同 項に 規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに

任命権者は、前項の規定による請求があっ たと きは、 当該 請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるこ

ものとする。

育 児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その 承認 を請求する

例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

号）第六十五条第二項の規定により勤務しなかった職員を除く。）が当該子について した 最初の 育児 休業を除く。）をしたことがあるときは、条

ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で 定め る期間内に、職員（当該期間内に労働基準法（昭和二十二年法律第四十九

（当該子の出生の日から国家公務 員の 育児休 業等 に関する法律（平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。）第三条第一項

に達する日 から 一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日）まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児 休業

下同じ。）の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日（非常勤職員にあっては、当該子 の養 育の事情に応じ、一歳

類する職員として条例で定める職員を除く。）は、任命権者（地方公務員法第六条第 一項 に規定 する 任命権者及びその委任を受けた者をいう。以

第二条

２

３

とが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

（育 児休業 の期 間の延長）

育児休業の期間の延長は、条例で定める特 別の 事情がある 場合を除き、一回に限るものとする。

育児 休業をして いる 職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

２

前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について 準用する。

第三条

３

育児 休業 の承認 は、 当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受け

（育 児休業 の承 認の失効等）
第五条
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２

た場合又は 当該 育児休業に 係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

任命権者は、育児休 業を してい る職 員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当
該育児休業の承認を取り消すものとする。

職員（非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く。）は、任命権者の 承認 を受けて、

（育児短時間勤務の承認）
第十条

当該職員の小学校就学の始期に達 する までの 子を 養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に

掲げるいずれかの勤務の形態（一般職の職員の勤務時間、休暇等に 関す る法律（平成六年法律第三十三号）第六条の規定の適用を受ける国家公務

員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる 勤務 の形態 ）に より、当該職員が希望する日及び時間帯にお

いて勤務すること（以下「育児短時間勤務」という。）ができる。ただし、当該子について、既に育児短時 間勤務をし たこ とがある場合において

、当該子に 係る 育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限 りで

日曜日 及び 土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき 五分

週 間勤務時間に五分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項及び第十三条において同 じ。）勤務 する こと。

日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日と し、 週休日以外の日において一日につき五分の一勤務時間（

理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。）勤務すること。

日曜日及び土曜日を週休日と し、 週休日以外 の日において一日につき八分の一勤務時間（週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処

の項及び第十三条に おい て同じ。）勤務すること。

数 処理（五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。）を行って得た時間 をい う。以下こ

の一勤務時間（当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間（以下この項において「週間勤務時 間」 という 。） に十分の一を乗じて得た時間に端

日曜日及び土曜日を週休日（勤務時間を割り振らな い日をいう 。以 下この項において同じ。）とし、週休日以外の日において一日につき十分

ない。
一

二

三

四

の一勤務時間、一日については一日につき 十分 の一勤 務時 間勤務すること。
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２

３

五

前各号 に掲 げるものの ほか、一週間当たりの勤務時間が五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から八 分の
一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間 とな るように条 例で定める勤務の形態

育児短時間勤務の承認を受けようとする職 員は、条例 で定 めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間（一月以上一年以下の期間に

限る。）の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らか にし て、任 命権 者に対し、その承認を請求するものとする。
（略）

（育児短時間勤務の期間の延長）

育児短時間勤務をしている職員（以 下「 育児短 時間 勤務職員」という。）は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求

前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

することができる。

第十一条

２

一人の育児短時間勤務職員（一週間当たりの勤務時間が五分の一勤務 時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十

（育児短時間勤務職員の並立任用）
第十三条

分の一勤務時間に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。）が占める職に は、 他の一人の育児短時間
勤務職員を 任用 することを妨げない。

職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けること はない。

（育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止）
第十六条

任 命権者は、 第十 二条において準用する第五条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生

（育児短時 間勤 務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務）
第十七条

ずることその他の条例で定めるやむを得ない事情がある と認めると きは 、その事情が継続している期間、条例で定めるところにより、当該育児短

時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間 帯に おいて常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせるこ
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とができる 。こ の場合にお いて、第十三条から前条までの規定を準用する。

任命権者は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定による請求があ った場合に おいて、当該請求に係る期間について当該請求をした職

（育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用）
第十八条

員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員（地方 公務 員法第二十八条の五第

２

任命権者は、第一項の規定により任期を定 めて 採用さ れた 短時間勤務職員について、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務職員の第

（略）

一項に規定 する 短時間勤務の職を占める職員をいう。以下この条において同じ。）を採用することができる。

３

十条第二項の規定による請求に係る期間又は当該期間の初日から第十一条第一項の規 定に よる請 求に 係る期間の末日までの期間の範囲内において
、その任期を更新することができる。
（略）

民法（明治二十九年法律第八十九号）（抄 ）

４～７

○

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養 親と なる者の請 求により、実方の血族との親族関

（特別養子縁組の成立）
第八百十七条の二

（略）

係が 終了す る縁 組（以下この款において「特別養子縁組」という。）を成立させることができる。
２

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）（抄）

この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を 養育 することを希望する者であつて、養子縁組に

○

（略）

の規定により児童を委託する者と して 適当と認めるものをいう。

よつ て養親 とな ることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第一項第 三号

第六条の四

②
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四

三

都道府県は、前条第一項第一号の規定による 報告 又は少年法 第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれ
（略）

則

号）による改正後】（抄）

児童福祉法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第六十三号）【一般職の職 員の 給与に 関す る法律等の一部を改正する法律（平成二十八

生労働省令で定めるものに限る 。）のうち 、都 道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるもの

第一号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者 （当 該要保 護児 童の父母以外の親族であつて、厚

もの（以下「養子縁組里親」という。）

事 が厚生 労働 省令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。）のうち、第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録さ れた

前号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を 養育 するこ と及び養子縁組によつて養親となることを希望する者（都道府県知

下「養育里親」とい う。）

了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者に限る。）のうち、第三十四条の十九に規定す る養 育里親名簿に登録されたもの（以

厚生労働省令で定める人数以 下の 要保護 児童 を養育することを希望する者（都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修

この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四 号） 【児童福祉 法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第六十三号）による改正後】（抄）

（略）

しくは児童自立支援施設に入所 させること 。

児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施 設、 障害児 入所 施設、情緒障害児短期治療施設若

一・二

かの 措置を採らなければならない。

第二十七条

○

三

二

一

第六条の四

○
年法 律第
附

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（ 平成三年法 律第 七十六号）の一部を次のように改正する。

（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 祉に関する法律の一部改正）
第十六条

第二条第一号中「第六条の四第一 項」 を「第六条の四第二号」に、「里親」を「養子縁組里親」に改め、「のうち、当該労働者が養子縁組によっ
て養親となることを希望している者」を削る。
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（国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時 間、 休暇等 に関する法律の一部改正）

次に掲げる法律の規定中「第六条の四第一項」を「第六条の四第二号」に、「里親」を「養子 縁組 里親」に改 め、「のうち、当該職

一

一般職の職員の勤 務時 間、休 暇等 に関する法律（平成六年法律第三十三号）第六条第四項第一号

国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第三条第一項

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（平成三 年法 律第七 十六 号）【雇用保険法等の一部を改正する法律（

二

員が養子縁組によって養親となることを希望 して いる者 」を 削る。

第十六条の二

○
平成 二十八年法律第十七号）による改正後】（抄）

第九 章

第八章

第七章

第六章

第五章

第四 章

第三章

第二章

第一章

対象労働者等 に対 する国等による援助（第三十条―第五十二条）

事業主が講ずべき措置（第二十一条―第二十九条）

深夜業の制限（第十九条―第二十条の二）

時間外労働の制限（第十七条―第十八条の二）

所定外労働の制限（第十六条の八― 第十六 条の 十）

介護休暇（第 十六 条の五―第 十六条の七）

子の看護休暇（第十六条の二―第十六条の四）

介護休業（第十一条―第十六条）

育児休業（第五条―第十条）

総則（第一条―第四条）

目次

第十章

紛争の解決の援助（第五十二条の二―第五十二条の四）

紛争の解決

第一節

調停（第五十二条の五・第五十二条の六）

第十一章

第二節
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第十二章
罰則（第六十二条―第 六十六条）

雑則 （第五十三 条―第六十一条）

総則

第十三章
附則

第一章

労働者 （日 々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条

この法律（第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三を除く。）にお いて、 次の 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

（定義）
第二条

育児休 業

よる。
一

及び第十一章において同じ。）が、次章に定めるとこ ろに より、 その 子（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定

により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成 立につ いて 家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法（昭和二 十二 年法律第百 六十四号）第二十七条

第 一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親である労働者に委託されている児童のうち、当該労働者が養子 縁組 によっ て養

親となることを希望 して いる者 及び その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されて

介護休業

配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、父母及び子（これらの者 に準

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を 必要 とする状態をいう。

労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象 家族 を介護 する ためにする休業をいう。

いる者を含む。第四号及び第六十一条第三項（同条第 六項 において準 用する場合を含む。）を除き、以下同じ。）を養育するためにする休業を

二
要介護状態

いう。

三
対象家 族

家族

育児休業

対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。）並 びに 配偶者の父母をいう。

四

五

第 二章
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（育児休業 の申 出）

労働者は、その 養育 する一 歳に 満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定

一

その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後の もの ）が満了することが明

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者

一

当該子の一歳到達日後の期間 につ いて休業す ることが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当

当該申 出に 係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合

第一項及び前項の規定による申出（以下「育児休業申出」という 。）は、厚 生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をするこ

する場合

二

」という。）において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、 当該 申出を する ことができる。

とにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であっ てそ の配偶者が 当該子が一歳に達する日（以下「一歳到達日

労働者は、その養育する一歳から一歳六か 月に 達する まで の子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出るこ

る特別の事情がある場合を除き、 同項 の申出 をす ることができない。

の申出によ りす る育児休業を除く。）をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で 定め

準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条第二項の規定により休業した者を除く。）が当該子を養育 するために した 前項の規定による最初

合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌 日ま でとす る。 ）の期間内に、労働者（当該期間内に労働基

出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算 して 八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場

前項の規定にかかわ らず 、育児休業 （当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該子が

らかでない者

二

めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するもの に限 り、当該申出をすることができる。

第五条

２

３

４

ととする一の期間について、その初日（以下「育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業 終了 予定日 」と いう。）とする日を明

らか にして 、し なければならない。この場合において、同項の規定による申出にあっては、当該申出に係る子の一歳到達日の翌日を育児休業 開始
予定日としなければならない。
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５

第 一項ただし書、第二項、第三項ただし書及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約 の期 間の末 日を

育児休業終了予定日（第七条第三 項の規定に より 当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされ

た日）とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子に つい て、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育
児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

（育児休業 申出 があった場合における事業主の義務等）

事業主は、労働 者か らの育児休 業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用

一

前号に掲げるもののほか、育 児休 業をす るこ とができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省

当該事 業主 に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

第一項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第五項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない 。

働省令で定める日）までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。

った日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由 が生 じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労

）前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところに より 、当該 育児 休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日（当該育児休業申出があ

った日の翌日から起算して一月（ 前条 第三項の規 定による申出にあっては二週間）を経過する日（以下この項において「一月等経過日」という。

事 業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた 日が当該育 児休 業申出があ

とができない。

前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者 は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業をするこ

令で定めるもの

二

当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。

の労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児 休業 をする こと ができないものとして定められた労働者に該

される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはそ の労 働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはそ

第六条

２

３

４

- 9 -

（育児休業 開始 予定日の変 更の申出等）

第五条第一項の 規定 による 申出 をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日（前条第三項の規定による事業主の

育児休業申出をした 労働 者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日

ずれかの日 を当 該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。

た日。以下この項において同じ。）以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始 予定日とさ れて いた日）までの間のい

該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日（前条第三項の規定による 事業 主の指 定が あった場合にあっては、当該事業主の指定し

日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に 係る 変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日（その日が当

った日の翌日から起算して一月を 超え ない範 囲内 で厚生労働省令で定める期間を経過する日（以下この項において「期間経過日」という。）前の

事 業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日 が当 該申出があ

に変更することができる。

生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予 定日 を一回 に限 り当該育児休業開始予定日とされた日前の日

指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この 項に おいて同じ。）の前日までに、前条第三項の厚生労働省令で定める事由が

第七条

２

３

を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日 に変更する こと ができる。

（育児休業申出の撤回等）

育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日（第六条第三項又は前条 第二項の規 定に よる事業主

育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出 に係 る子を 養育 しないこと

き、第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。

前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休 業申出に係 る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除

育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。）の前日ま では 、当該 育児 休業申出を撤回することができる。

の指定があった場合にあっては当 該事 業主の指定 した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の

第八条

２

３

となった事由として厚生労働省令 で定 める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は
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、その事業 主に 対して、当 該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる 期間（以下 「育児休業期間」という。）は、育児休業開始予定日と

（育児休業期間）

三

二

一

前条第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用 する 。

する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申 出をした労 働者 について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業

にあっては、一歳六か月）に達したこと。

育児休 業終 了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳（第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている 場合

働 省令で定める事由が生じたこと。

育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休 業申 出に係 る子 を養育しないこととなった事由として厚生労

生じた場合にあっては、その前日）に終了する。

次の各号に掲げるい ずれ かの事情が 生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日（第三号に掲げる事情が

児休業終了 予定 日とされた日。次項において同じ。）までの間とする。

された日から育児休業終了予定日とされた日（第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合に あっ ては、その変更後の育

第九条

２

３

労働者の養育する子について、当 該労 働者の配偶 者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休

（同一の子について配偶者が育児 休業 をする場合 の特例）
第九条の二

業をしている場合における第二章から第五章まで、第二十四条第一項及び第十二章の 規定 の適用については、第五条第一項中「一歳に満たない子

」とあるのは「一歳に満たない子（第九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により 育児 休業を する 場合にあっては、一歳

二か 月に満 たな い子）」と、同条第三項ただし書中「一歳に達する日（以下「一歳到達日」という。）」とあるのは「一歳に達する日（以下 「一

歳到達日」という。）（当該配偶 者が 第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項（第九
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２

条の二第一 項の 規定により 読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合 にあ

っては、当該育児休業終了予定日 とされた日 ）」 と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達

日（当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用す る第 一項の規定によりした申出に係る第九条第一項（第九条の二第一項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日 が当 該子の 一歳 到達日後である場合にあっては、当該育児休

業終了予定日とされた日）において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日（当該配偶 者が 第九条の二第一項の規

定により読 み替 えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項（第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含 む。

）に規定する育児休業終了予定日 とさ れた日 が当 該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日）」と、同条第

四項中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日（当該子を養育する 労働 者又はその配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第

一項の規定によりした申出に係る第九条第一項（第九条の二第一項の規定により読み 替え て適用 する 場合を含む。）に規定する育児休業終了予定

日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日（当該労 働者に係る 育児 休業終了予定日とされ

た日と当該 配偶 者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））」と、前条第一項中「変更後の育児休業終了 予定

日とされた日。次項」とあるのは 「変 更後の 育児 休業終了予定日とされた日。次項（次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

において同じ。）（当該育児休業終了予定日とされた日 が当該育児 休業 開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該育児休業に

係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取 得日 数（当該子 の出生した日以後当該労働者が労働基準法第

六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数 をい う。） を差 し引いた日数を経過す

る日 より後 の日 であるときは、当該経過する日。次項（次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、同条第二項第二号 中「

第五条第三項」とあるのは「次条 第一 項の規定に より読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあって

は一歳二か月、同条第三項（次条第一項の規定により読 み替 えて適 用す る場合を含む。）」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」と、

第二十四条第一項第一号中「一歳（」とあるのは「一歳（当該労働者が第九条の二第 一項 の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定に

よる申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月 」と するほ か、 必要な技術的読替えは
、厚 生労働 省令 で定める。

前項の規 定は 、同項 の規 定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の
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一歳到達日 の翌 日後である 場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には 、こ
れを適用しない。

第五条第三項及び前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休 業等 に関す る法 律（平成三年法律第百八号）第三

（公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用）
第九条の三

条第二項、 国家 公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第三条第二項（同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法 （昭

和二十六年法律第二百九十九号） （第 七号に 係る 部分に限る。）において準用する場合を含む。）、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

三年法律第百十号）第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法 律（ 平成三年法律第百十一号）第二条第二項の規定によりする請求及び当該請

求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項の規定によりする申出及び当該申出によ りす る育児 休業 とみなす。

介護休業

事業主は、労働 者が 育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはな

（不利益取 扱い の禁止）
第十条
らない。

第 三章
（介 護休業 の申 出）

労 働者は、そ の事 業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号

一

第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに 、そ の労働 契約 （労働契約が更新され

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者

前項の規 定に かかわ らず 、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該

る場合に あっては、 更新 後のもの）が満了することが明らかでない者

二

のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすること がで きる。

第十一条

２
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３

４

一

当該対象家族について介護休業をした日数（介護休業を開始し た日 から介護休業を終了した日までの日数とし、二回以上の介護休業をした場

当該対象家族について三回の 介護休業を した 場合

対象家族に つい ては、同項 の規定による申出をすることができない。

二

合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を 合算 して得た日数とする。第十五条第
一 項において「介護休業日数」という。）が九十三日に達している場合

第 一項の規定による申出（以下「介護休業申出」という。）は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象 家族 が要介護状

態にあることを明らかにし、かつ 、そ の期間 中は 当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「介護休業開

始予定日」という。）及び末日（以下「介護休業終了予定日」とい う。 ）とする日を明らかにして、しなければならない。

第一項ただし書及び第二項（第二号を除く。）の規定は、期間を定めて雇用 される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業

終了予定日（第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場 合にあって は、 その変更後の介護休業

終了予定日 とさ れた日）とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後 の労
働契約の期間の初日を介護休業開 始予 定日と する 介護休業申出をする場合には、これを適用しない。

（介護休業申出があった場合における事業主の義務等）
事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことが でき ない。

事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当 該介護休業 申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があ

ものとする。

し書」とあるのは「第十二条第二 項に おいて準用 する前項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十一条第一項」と読み替える

第 六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合に おいて、同 項中 「前項ただ

第十二条
２

３

った日の翌日から起算して二週間を経過する日（以下この項において「二週間経過日」という。）前の日で ある ときは 、厚 生労働省令で定めると

ころ により 、当 該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定するこ とが
できる。
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４

前 二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。

第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準 用する。

（介護休業終了予定日の変更の申出）
第十三条

（介護休業 申出 の撤回等）

介護休業申出 をし た労働者は 、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日（第十二条第三項の規定による事業主の指定があ

第八条第三項の規定は、介護休業申出につ いて 準用す る。 この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「

拒むことができる。

た場合にお いて は、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、こ れを

前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該 撤回 後にな され る最初の介護休業申出が撤回され

休業申出を撤回することができる。

った場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準 用す る第八条第三項及び次条第一項において同じ。）の前日までは、当該介護

第十四条

２

３
介護」と読み替えるものとする。

（介 護休業 期間 ）

介 護休業申出 をし た労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間（以下「介護休業期間」という。）は、当該介護休業申出に

この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介 護休 業終了 予定 日が変更さ

。第三項において同じ。）までの間とする。

当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた 日数 を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日

係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予 定日 とされ た日 （その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から

第十五条

２

れた場合にあっては、その変更後 の介 護休業終了予定日とされた日をいう。

- 15 -

３

４

次 の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日（第二 号に 掲げる 事情

介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しく は第 二項の規定により休業

として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡 その 他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由

が生じた場合にあっては、その前 日）に終了 する 。
一

二
する期間、育児休業 期間 又は新 たな 介護休業期間が始まったこと。

子の看護休暇

第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。

第八条第三項後段の 規定 は、前項第 一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

（準用）
第十六条

第四章
（子の看護休暇の申出）

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事 業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日（その養育

第一項の 年度 は、事 業主 が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

取得 すると きは 子の看護休暇の開始及び終了の日時）を明らかにして、しなければならない。

第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日 （前 項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で

働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

子の看護休暇は、一日の所定労働時間が短 い労 働者として 厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労

う。）を取得することができる。

又は 疾病の 予防 を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇（以下この章において「子の看護休暇」 とい

する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日）を限度として、負傷し、 若し くは疾 病に かかった当該子の世話

第十六条の二

２

３

４
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（子の看護休暇の申出があった場 合における 事業 主の義務等）

事業主は、労働者からの前条第 一項の規定 によ る申出があったときは、当該申出を拒むことができない。

第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定 による申出 があった場合について準用する。この場合において、第

第十六条の三
２

六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の 性質 若しくは業務の実施体

制に照らし て、 第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の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従事す る労

働者（同項の規定による厚生労働 省令 で定め る一 日未満の単位で取得しようとする者に限る。）」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは

介護休暇

第十条の 規定 は、第十六条の二第一項の規定による申出及び子の看護休暇について準用する。

「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条 第一 項及び第三項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとす
る。

（準用）
第十六条の四

第五章
（介護休暇の申出）

要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し 出ることに より 、一の年度

第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること 及び 介護休 暇を 取得する日

令で定める一日未満の単位で取得することができる。

介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省 令で定める もの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省

休暇」という。）を取得することができる。

において五労働日（要介護状態に ある 対象家族が 二人以上の場合にあっては、十労働日）を限度として、当該世話を行うための休暇（以下「介護

第十六 条の五

２

３

（前項の厚生労働省令で定める一 日未 満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時）を明らかにして、しなければならない。

- 17 -

４

第 一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

（介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等）

事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったと きは、当該 申出を拒むことができない。

第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があっ た場 合につ いて 準用する。この場合において、第

第十六条の六
２

六条第一項 第一 号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実 施体

制に照らして、第十六条の五第二 項の 厚生労 働省 令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者

（同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得し よう とする者に限る。）」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第

所定外労働の制限

第十条の 規定 は、第十六条の五第一項の規定による申出及び介護休暇について準用する。

十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」と ある のは「 第十 六条の五第一項」と読み替えるものとする。

（準用）
第十六条の七

第六章

事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者 が雇 用される事 業所の労働者の過半数で組織する

一

前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められ る労 働者と して 厚生労働省令で定める

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

前項の規 定に よる請 求は 、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間

もの

二

るために請求した場合においては、所定労働時間を超え て労 働させ ては ならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

よる協定で、次に掲げる労働者の うち この項本文 の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育す

労働 組合が ある ときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書 面に

第十六条の八

２
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３

４

５

（一月以上 一年 以内の期間 に限る。第四項において「制限期間」という。）について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」と いう

。）及び末日（第四項において「 制限終了予 定日 」という。）とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。こ

の場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十 七条 第二項前段（第十八条第一項において準用する場合を含む。）に規定する
制限期間と重複しないようにしなければならない。

第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他 の労 働者が 当該 請求に係る子の養育をしないこと

となった事 由と して厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、そ の事
業主に対して、当該事由が生じた 旨を 遅滞な く通 知しなければならない。

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた 場合 には、 制限 期間は、当該事情が生じた日（第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前
日）に終了する。

制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子 を養育しな いこ ととなった事由として

制限終了予定日とされた日の 前日 までに 、第 一項の規定による請求に係る子が三歳に達したこと。

一

二

制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定に よる請求を した 労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定によ

厚生労働省令で定め る事 由が生じた こと。

三

り休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する 。

前条第一 項か ら第三項まで及び第四項（第二号を除く。）の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する

事 業主は 、労 働者が第十六条の八第一項（前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による請求

前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事 由が 生じた場合について準用する。

るのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する 」と あるの は「 当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあ

第十六条の九

２

第十六条の十
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をし、又は 第十 六条の八第 一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に 当該

時間外労働の制限

労働者が所定労働時間を超えて労 働しなかっ たこ とを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第七章

事業主は、労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間（以 下こ の条に おい て単に「労働時間」という。）を

一

前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められ る労働者と して 厚生労働省令で定める

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第三 号に 掲げる事情が生じた場合にあっては、その前

業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

となった事由として厚生労働省令で定める事由が生じた とき は、当 該請 求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事

第一項の 規定による 請求 がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこと

）に 規定す る制 限期間と重複しないようにしなければならない。

。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段（第十六条の九 第一 項にお いて 準用する場合を含む。

いう。）及び末日（第四項において「制限終了予定日」という。）とする日を明らか にし て、制限開 始予定日の一月前までにしなければならない

期間（一月以上一年以内の期間に限る。第四項において 「制限期間 」と いう。）について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」と

前項の規定による請 求は 、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の

もの

二

。）を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常 な運 営を妨げる場合は、この限りでない。

子を養育するために請求したとき は、 制限時 間（ 一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ

延長するこ とが できる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが 当該

第十七条

２

３

４

制限終了予定日とされた日の 前日 までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として

日） に終了 する 。
一
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５

二

制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求を した 労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定によ

制限終了予定日とされた日の 前日までに 、第 一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

厚生労働省令で定め る事 由が生 じた こと。

三
り休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する 。

前条第一項、 第二 項、第三項 及び第四項（第二号を除く。）の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。

事業主は 、労 働者が第十七条第一項（前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による請求をし

前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事 由が 生じた 場合 について準用する。

のは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは 「当 該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とある

第十八条

２

第十八条の二

、又は第十七条第一項の規定により当該事業主が当該請 求をした労 働者 について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働

者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇そ の他 不利益な取 扱いをしてはならない。

深夜業の制限

事 業主は、小 学校 就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するため

第八章
第十九条

に請求した場合においては、午後十時から午前五時まで の間 （以下 この 条及び第二十条の二において「深夜」という。）において労働させてはな

一

当該請 求に 係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場 合に

当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

らない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

二

おける当該労働者
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２

３

４

５

三

前二号 に掲 げるものの ほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で 定め
るもの

前項の規定による請求は、厚生労働省令で 定めるとこ ろに より、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間（一月以

上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。）について、その初 日（ 以下こ の条 において「制限開始予定日」という。）及び

末日（同項において「制限終了予定日」という。）とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなけれ ばな らない。

第 一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養 育を しないこと

となった事由として厚生労働省令 で定 める事 由が 生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事
業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければなら ない 。

次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情 が生じた日（第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前

制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者につい て、 労働基準法 第六十五条第一項若しくは第二項の規定によ

制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の 規定による 請求 に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

制限終 了予 定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由と して

日）に終了する。
一

二
三

り 休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
第 三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

前条第一項から第三項まで及び第四 項（ 第二号を除 く。）の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。こ

前条第三 項後 段の規 定は 、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

もの とする 。

、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養 育」 とある のは 「介護」と読み替える

の場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介 護す る」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と

第二十条

２
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第二十条の二

事業主は 、労 働者が 第十 九条第一項（前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による請求をし

、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労 働者 について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜にお

事業主が講ずべ き措 置

いて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱 いを しては なら ない。

第九章
（育児休業等に関する定めの周知 等の 措置）

事業主は、育児休業及び介護休業 に関 して、 あら かじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を

二

一

前二号に掲げるもののほか、 厚生 労働省 令で 定める事項

育児休 業及 び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項

労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項

事業主は、労働者が育児休業申出又は介護 休業 申出を した ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる

三

講ずるよう努めなければならない。

第二十一条

２

事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。

事業主は、 育児 休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又

（雇 用管理 等に 関する措置）
第二十二条

は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労 働者 の配置 その 他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発
及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

事業 主は、 その 雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの（一日の所定労働

（所 定労働 時間 の短縮措置等）
第二十三条
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２

３

時間が短い 労働 者として厚 生労働省令で定めるものを除く。）に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労 働時

間を短縮することにより当該労働 者が就業し つつ 当該子を養育することを容易にするための措置（以下この条及び第二十四条第一項第三号におい

て「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。）を講じなけ れば ならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者

の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半 数で 組織す る労 働組合がないときはその労働者の過半数を代

表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして 定め られた労働者に該当す

当該事業主に引き続き雇用さ れた 期間が 一年 に満たない労働者

る労働者に つい ては、この限りでない。
一

前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措 置を 講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者

前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の 短縮措置を 講ず ることが困難と認めら

として厚生労働省令で定めるもの

二

三
れる業務に従事する 労働 者

事業主は、その雇用 する 労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものに

ついて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じない こととする とき は、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の

申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第三十二条の三の規 定に より労働さ せることその他の当該労働者が就業しつつ当

該子を養育することを容易にするための措置（第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という 。） を講じ なけ ればならない。

事 業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしてい ないものに 関し て、厚生労

働省令で定めるところにより、労 働者 の申出に基 づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつ

つその要介護状態にある対象家族を介護することを容易 にす るため の措 置（以下この条及び第二十四条第二項において「介護のための所定労働時

間の短縮等の措置」という。）を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該 労働 者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働

組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者 の過 半数を 代表 する者との書面による

協定 で、次 に掲 げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者につい ては
、この限りでない。
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４

二

一

前号に掲げるもののほか、介 護のための 所定 労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労

当該事 業主 に引き続き 雇用された期間が一年に満たない労働者

働者として厚生労働省令で定めるもの

事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由 とし て、当該労

前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置 の利用を開 始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。

第二十 三条の二
働者に対して解雇その他不利益な 取扱 いをし ては ならない。

（小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置）

事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養 育す る労働 者に 関して、次の各号に掲げる当該労

始業時刻変更等の措置

その一歳（当該労働者が第五 条第 三項の 規定 による申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。次号において同じ。）に満たない

子を養育する労働者（第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号にお いて同じ。）で育児休業をしていないもの
その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者

育児休業に関する制度、第十六条 の八 の規定 によ る所定外労働の制限に

育児休業に関する制度又 は始 業時刻変更 等の措置

二

その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

事業主は 、その雇用 する 労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労

関する制度、育児の ため の所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置

三

一

働者の区分 に応 じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二十四条

２

働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする 期間 、回数 等に 配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。

事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家 族の 介護に 関す る厚生労働

（職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）
第二十五条

省令で定める制度又は措置の利用 に関 する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対
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応するため に必 要な体制の 整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を 伴うものを しようとする場合において、その就業の場所の変更によ

（労働者の配置に関する配慮）
第二十六条

り就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の 養育 又は家族の介護の状況
に配慮しな けれ ばならない。

事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した 者（以下「育児等退職者」という。）について、必要に応じ、再雇

（再雇用特別措置等）
第二十七条

用特別措置（育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業 の事業主に 再び 雇用されることの希望

を有する旨 の申 出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条におい て同

厚生労働大臣は、第二十一条から前条までの規定に基づき事業主が講ずべき措置及び 子の 養育又は家 族の介護を行い、又は行うことと

じ。）その他これに準ずる措置を 実施 するよ う努 めなければならない。

（指針）
第二十八条

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その他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を 図る
ための指針となるべき事項を定め 、こ れを公表す るものとする。

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条から第二十七条までに定 める 措置及び子の養育又は家族の介護を行い、又

（職業家庭両立推進者）
第二十九条

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講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るため の業
務を担当する者を選任するように 努め なければならない。
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第十章

対象労働者等に対する国等による援助

国は、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（ 以下「対象 労働者」という。）及び育児等退職者（以下「対象労働

（事業主等に対する援助）
第三十条

者等」と総称する。）の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体 その 他の関係者に対して、

対象労働者 の雇 用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助 を行
うことができる。

国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるよう にす るため 、職 業指導、職業紹介、職業能力の再

（再就職の援助）
第三十二条

開発の措置 その 他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行う もの
とする。

国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行そ の他 の諸要因の 解消を図るため、対象労働者等の

（職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置）
第三十三条

職業 生活と 家庭 生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする 。

（勤労者家庭支援施設）
地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設 置するよう に努めなければならない。

勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の 相談 に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行

第三十四条
２

い、 並びに 休養 及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とす る施
設とする。
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３

国は、地方公共団体 に対 して、 勤労 者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うことができる。

厚 生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。

紛争の解決の援助

紛争の解決

４

第十一章
第一節

事業主 は、 第二章から 第八章まで、第二十三条、第二十三条の二及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受

（苦情の自 主的 解決）
第五十二条の二

けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該事業所の 労働 者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するため

の機関をいう。）に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように 努め なけれ ばな らない。

第二十 五条 に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関

（紛争の解 決の 促進に関する特例）
第五十二条の三

する法律（平成十三年法律第百十二号）第四条、第五条 及び第十二 条か ら第十九条までの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定める
ところによる。

（紛 争の解 決の 援助）

都道府 県労 働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合に

調停

事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該 労働者に対 して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

は、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧 告を するこ とが できる。

第五十二条の 四

２

第二 節

（調停の委任）
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都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請 があ った場 合に

雇用の 分野 における男 女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十九条、第二十条第一項

前条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

行わせるものとする。

おいて当該紛争の解決のために必 要があると 認め るときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を

第五十 二条の五

２

（調停）
第五十二条の六

及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の 手続 について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一

項」とあるのは「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 律第五 十二 条の五第一項」と、同法第二十条第一項中「

関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」 と、同法第 二十 五条第一項中「第十八

雑則

条第一項」 とあ るのは「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第五十二条の五第一項」と読み替えるもの とす
る。

第十二章

（育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例）

認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業（これら に準ずる休 業を 含む。以下

中小企 業者

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第 五十

この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用し ない 。

行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体 が当 該募集 に従 事しようとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第

この項において同じ。）をする労 働者 の当該育児 休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を

第五十 三条

２
一

七号）第二条第一項に規定する中小企業者 をい う。
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３

４

５

６

７

二

認定中 小企 業団体

中 小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二 項に

規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中 小企 業者に対し 、第二十二条の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行う

ものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める 基準に より 適当であると認定したものをいう。

厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談及び援助を行うもの として適当 でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すこ
とができる。

第 一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員 、募 集地域その
他の労働者の募集に関する事項で 厚生 労働省 令で 定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項 の規 定によ る届 出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九

条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二 項並 びに第 五十 一条の二の規定は前項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に 従事する者 に対 する報酬の供与につい

て、同法第 五十 条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合にお いて

、同法第三十七条第二項中「労働 者の 募集を 行お うとする者」とあるのは「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

法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の 募集に従事 しよ うとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃
止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第 二項 中「前項の 」とあるのは「被用者以外の者を

して 労働者 の募 集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集 受託

者」とあるのは「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第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募
集に従事する者」とする。

公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報 、職 業に関 する 調査研究の

厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談 及び援助の 実施状況について報告を求めることができる。

第五十四条

成果等を提供し、かつ、これに基 づき 当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなけ
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ればならな い。

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは 、事業主に 対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をす

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第五十六条

厚生労働大臣は、第六条第一 項（ 第十二 条第 二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。）

ることができる。

（公表）
第五十六条の二

、第十条（第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。 ）、 第十二 条第 一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第

一項、第十六条の八第一項（第十六条の九第一項において準用する場合を含む。）、第十六条の十、第十七 条第一項（ 第十 八条第一項において準

用する場合 を含 む。）、第十八条の二、第十九条第一項（第二十条第一項において準用する場合を含む。）、第二十条の二、第二十三条第一 項か

ら第三項まで、第二十三条の二、 第二 十五条 、第 二十六条又は第五十二条の四第二項（第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。）の

規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧 告をした場 合に おいて、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表
することができる。

（船 員に関 する 特例）

第 六章、第七 章、 第五十二条の六から第五十四条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船員職業安定法（昭和二十三年法律

船員等に関しては、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項第二号及 び第 四項、第六条第一項第二号（第十二条第二項

」という。）に関しては、適用しない。

第百三十号）第六条第一項に規定する船員になろうとす る者 及び船 員法 （昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船員（次項において「船員等

第六十条

２

、第 十六条 の三 第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。）及び第三項、第七条（第十三条において準用する場合を含む 。）

、第八条第二項及び第三項（第十 四条 第三項において準用する場合を含む。）、第九条第二項第一号及び第三項、第九条の二第一項、第十一条第
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３

三項、第十 二条 第三項、第 十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十 九条

第一項第二号及び第三号、第二項 、第三項並 びに 第四項第一号（これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。）並びに第十九条

第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項第三号及び第二項、第 二十 三条第一項から第三項まで、第二十五条、第二十九条、第五十七条、第五

十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第五条第二項 中「 労働基 準法 （昭和二十二年法律第四十九号）第六十五条

第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第二項の規定により作業に 従事 しなかった」と、第九

条第二項第 三号 、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」 とあ

るのは「船員法第八十七条第一項 若し くは第 二項 の規定により作業に従事しない」と、第九条の二第一項中「労働基準法第六十五条第一項又は第

二項の規定により休業した」とあるのは「船員法第八十七条第一項 又は 第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第二十三条第二項中「労

働基準法第三十二条の三の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を 行う 船舶に 乗り 組ませること」と、同項及び第二十四条第一

項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項第三号 中「制度、 第十 六条の八の規定による

所定外労働 の制 限に関する制度」とあるのは「制度」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるの は「

国土交通大臣」と、第五十二条の 二中 「第二 章か ら第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五

十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第 六十条第三 項」 と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都

道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と、同項中 「第 六条第一項 の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条

第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第 十六 条の六 第一 項、第十六条の八第一

項（ 第十六 条の 九第一項において準用する場合を含む。）、第十六条の十、第十七条第一項（第十八条第一項において準用する場合を含む。 ）、

第十八条の二」とあるのは「第十 六条 の六第一項 」と、第五十七条中「第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び

第四項第一号（これらの規定を第十六条の九第一項にお いて 準用す る場 合を含む。）、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号（これら

の規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第十六条の 五第 一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「
交通政策審議会」とする。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条第一項、第二十一条から第二十六条ま で並 びに第 三十 一条第三項

及び第四項の規定は、前項の規定 によ り読み替えられた第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。こ
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の場合にお いて 、同法第二 十条第一項、第二十一条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「 関係

当事者」とあるのは「関係当事者 又は関係当 事者 と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十一条中「当該委員会が置か

れる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸 局長 （運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運輸局（運輸監理部を含む。）

」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「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第五十

二条の五第一項」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と 、同 法第三十一条第三項中

「前項」と ある のは「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第五十二条の五第一項」と読み替えるものと する 。

（公務員に関する特例）

第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条 、第五十六条、第五十六条の二、前条、次条から第六十四条まで及

行政執行 法人 の長は 、第 三項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち業

月の 期間内 にお いて必要と認められる期間とする。

前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を 必要 とする一の継続する状態ごとに、連続する三

）の介護をするため、休業をすることができる。

障害により第二条第三号の厚生労働省令で定める期間に わた り日常 生活 を営むのに支障があるもの（以下この条において「要介護家族」という。

員の勤務する行政執行法人の長の 承認 を受けて、 当該職員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の

ない 職員に あっ ては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る。）は、当 該職

員（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占 める 者以外 の常 時勤務することを要し

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行 政執行法人（以下この条において「行政執行法人」という。）の職

」とする。

。以下同じ。）」と、第三十四条 第二 項中「 対象 労働者等」とあるのは「対象労働者等（第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。）

国 家公務員及び地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者（第二十七条に規定する育児 等退 職者をいう

び第六十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

第六十一条

２

３

４

５
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務の運営に 支障 があると認 められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。ただし、国家公務員法第八十一条の五第一項に規定 する

短時間勤務の官職を占める者以外 の常時勤務 する ことを要しない職員のうち、第三項の規定による休業をすることができないこととすることにつ

いて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定め るも のに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。

前三項の規定は、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第四条 第一項に規 定する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時

間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項た だし 書各号のいずれにも該

当するもの に限 る。）について準用する。この場合において、第三項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法 （昭

和二十五年法律第二百六十一号） 第六 条第一 項に 規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三

十一年法律第百六十二号）第三十七条第一項に規定する県費負担教 職員 については、市町村の教育委員会。以下同じ。）」と、前項本文中「行政

執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその 委任 を受け た者 」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項

ただし書中「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務す ることを要 しな い職員」とあるのは「

同法第二十 八条 の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替えるものとする。

行政執行法人の職員 （国 家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあ

っては、第十六条の三第二項において準用する第六条第 一項ただし 書の 規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用

する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）であって小学 校就 学の始期に 達するまでの子を養育するものは、当該職員

の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予 防を 図るた めに 必要なものとして第十
六条 の二第 一項 の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。

前項の規 定により休 暇を 取得することができる日数は、一の年において五日（同項に規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの
子が二人以上の場合にあっては、十日）とする。

行政執行法人の長は、第七項の規定による休暇の承認を受けよう とする職員 からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認
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６

７

８

９

められる場合を除き、これを承認しなければならない。

前三項の 規定は、地 方公 務員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤

職員にあっては、第十六条の三第 二項 において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替

10

えて準用す る第 六条第一項 ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）について準用する。この場合において、第七項中「行政執行 法人

の職員（国家公務員法第八十一条 の五第一項 に規 定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「地方

公務員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の五第一項 に規 定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と、「当該職員の

勤務する行政執行法人の長」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命権者又は その 委任を 受け た者（地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会 。以 下同じ。）」と、前項

中「行政執 行法 人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同 法第
四条第一項に規定する職員」と、 「業 務」と ある のは「公務」と読み替えるものとする。

行政執行法人の職員（国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間 勤務の官職 を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあ

っては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用す ると したな らば 第十六条の六第二項において読み替えて準用

する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）は、当該職員の勤務する行政執行法 人の長の承 認を 受けて、当該職員の要

介護家族の 介護 その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。

前項の規定により休暇を取得することがで きる日数は 、一 の年において五日（要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日）とする。

行政執行法人の長は、第十一項の規定による休暇の承認を受けようとする職 員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると

認められる場合を除き、これを承認しなければならない。

前 三項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職 員以 外の非常勤

職員 にあっ ては 、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読 み替

えて準用する第六条第一項ただし 書各 号のいずれ にも該当しないものに限る。）について準用する。この場合において、第十一項中「行政執行法

人の職員（国家公務員法第八十一条の五第一項に規定す る短 時間勤 務の 官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「地

方公務員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時 間勤 務の職を占める職員以外の非常勤職員」と、「当該職員

の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者 （地 方教育 行政 の組織及び運営に関す

る法 律（昭 和三 十一年法律第百六十二号）第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。）」と 、前

項中「行政執行法人の長」とある のは 「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあるのは「同法
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11
12
13
14

第四条第一 項に 規定する職 員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。

行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当 該行 政執行法人 の職員（国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職

を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第 十六 条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当し

ないものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に 支障 がない と認 めるときは、その者について、所定労働時間
を超えて勤務しないことを承認しなければならない。

地方公務員法第六条 第一 項に規 定す る任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六

十二号）第三十七条第一項に規定 する 県費負 担教 職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。）は、三歳に満たない子を養

育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条 の五 第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあって

は、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当し ない ものに 限る 。）が当該子を養育するために請求した場合

において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないこ とを承認し なけ ればならない。

行政執行法人の長は 、当 該行政執行 法人の職員について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長すること

ができる場合において、当該職員 であ って小 学校 就学の始期に達するまでの子を養育するもの（第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同

項各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子 を養育する ため に請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者につい

て、制限時間（第十七条第一項に規定する制限時間をいう。第十九項において同じ。 ）を 超えて当該 労働時間を延長して勤務しないことを承認し
なければならない。

前項の規定は、行政 執行 法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項の」と

あるのは「第十八条第一項におい て準 用する第十 七条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項
各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介 護家 族を介 護す る」と読み替えるものとする。

地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第四条第一項 に規 定する 職員 について労働基準法第三十六条第

一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公務員法第 四条 第一項 に規 定する職員であって小

学校 就学の 始期 に達するまでの子を養育するもの（第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限 る。

）が当該子を養育するために請求 した 場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長し
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15
16
17
18
19

て勤務しな いこ とを承認し なければならない。

前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する 職員 であって要 介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「

第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第 十七 条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用す

る第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介 護す る」と 読み 替えるものとする。

行 政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該行政執行法人の職員であって第十九条第一項の規定を 適用 すると した

ならば同項 各号 のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深 夜（

同項に規定する深夜をいう。第二 十三 項にお いて 同じ。）において勤務しないことを承認しなければならない。

前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する 。この場合 において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二

十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十 条第 一項に おい て準用する第十九条第一項各号」と、「当該
子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

地方公務員法第六条 第一 項に規定す る任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する同法第四条第一項に

規定する職員であって第十九条第 一項 の規定 を適 用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場

合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、 深夜におい て勤 務しないことを承認しなければならない。

前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第四条第一項に規定する職員について準用 する 。この 場合 において、前項中「第十九条第一

項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十 条第 一項に おい て準用する第十九条第
一項 各号」 と、 「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

罰則

第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一 条第二項の 規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した

第十三章
第六十二条

次の 各号の いず れかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第六十三条
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20
21
22
23
24

二

一

第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は 第四 十条の規定に違反した者

第五十三条第五項において準 用する職業 安定 法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者

第五十 三条 第四項の規 定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせ ず、 若しく は虚 偽の報告をし、又は第五十三条第

三

第六十四条

五項におい て準 用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせ ず、

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者 が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは

若しくは虚偽の陳述をした者は、 三十 万円以 下の 罰金に処する。

第六十五条

、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第五十六条 の規 定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

号）による改正後】（抄）

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（ 平成三年法律第七十六号）【一般職の職員の給与に関する法律等の

第六十六条

○
一部を改正する法律（平成二十八年法律第

この 法律（第一 号に 掲げる用語にあっては、第九条の三及び第六十一条第三十一項を除く。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、

（定 義）
第二条
育児休 業

労働者（日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十 九条

当該各号に定めるところによる。
一

及び第十一章において同じ。）が、次章に定めるところにより、その子（民 法（明 治二 十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定

に より労 働者 が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係 る家事審判 事件

が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当 該労 働者が 現に 監護するもの、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条

第一項第三号の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親である労働者に委託されている児童のう ち、当該労 働者 が養子縁組によって養

親となることを希望している者 及び その他 これ らに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されて
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（略）

いる者を含む。第四 号及 び第六 十一 条第三項（同条第六項において準用する場合を含む。）を除き、以下同じ。）を養育するためにする休業を
いう。
二～五
（公務員に関する特例）

第二 章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、前条、次条から第六十四条ま で及

前三項の規定は、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第四条 第一項に規 定する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時

いて合理的な理由があると認めら れる 者とし て厚 生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。

短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第三項の規定による休業をす ることがで きな いこととすることにつ

務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、 これ を承認 しな ければならない。ただし、国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する

行政執行法人の長は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当 該請 求に係 る期 間のうち業

「指定期間」という。）内において必要と認められる期間とする。

する介護を必要とする 一の 継続す る状 態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間（第二十九項において

前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規 定す る職員の申 出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定

活を営むのに支障があるもの（以下この条に おい て「要 介護 家族」という。）の介護をするため、休業をすることができる。

含む 。）又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の厚生労働省令で 定める期間 にわ たり日常生

員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の配偶者 、父 母若し くは子（これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを

ない職員に あっ ては、 第十 一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る。）は、当 該職

員（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の五第一項に規定する 短時 間勤務 の官 職を占める者以外の常時勤務することを要し

独立行政法人通則法 （平 成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人（以下この条において「行政執行法人」という。）の職

」とする。

。以下同じ。）」と、第三十四条第二項中「対象労働者 等」 とある のは 「対象労働者等（第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。）

国家公務員及び地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者（第二十七条に規 定す る育児 等退 職者をいう

び第六十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

第六十一条
２

３

４

５

６

間勤務の職 を占 める職 員以 外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該

当するものに限る。）について準用する。この場合において、第三 項中「当該 職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法（昭

和二 十五年法律第二百六十一号）第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び 運営に関す る法 律（昭和三
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十一年法律 第百 六十二号） 第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。）」と、「若しくは子 （こ

れらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。）」 とあ るのは 「、子」と、第四項中「行政執行法人の長が、同項に規定する職員

の申 出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ 、合 算して 九十 三日を超え

ない範囲内で指定する期間（第二十九項にお いて 「指定 期間 」という。）」とあるのは「要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一

の継続する状態ごとに、連続する三月の期間」と、前項本文中「行政執行法人の長」とあるのは 「地 方公務 員法 第六条第一項に規定する任命権者

又はその委任を受けた 者」 と、「 業務 」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官

職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは「同法第二 十八条 の五 第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非
常勤 職員」と読 み替えるものとする。

行政執行法人の職員（国家公務員法第八十 一条 の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあ

っては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六 条の 三第二 項に おいて読み替えて準用

する第六条第一項ただし書各号の いず れにも 該当 しないものに限る。）であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは、当該職員

の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該 子の 世話又 は疾 病の予防を図るために必要なものとして第十
六条の二第 一項 の厚生 労働 省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。

前項の規定により休暇を取得することができる日数は 、一 の年におい て五日（同項に規定する職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの
子が 二人以上の場合にあっては、十日）を限度とするものとする。

第七項の規定による休暇は、一 日の 所定労働時 間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定め
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７

８
９

る一日未満の単位で取得することができる。

行政執行法人の長は、第七項の 規定による 休暇 の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営に支障があると認

じ。 ）」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を 受けた者」 と、 「職員」と

及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第三十七 条第一項に 規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同

と、「当該 職員 の勤務 する 行政執行法人の長」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織

とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の五第一項 に規 定する 短時 間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」

中「行政執行法人の職員（国家公 務員 法第八 十一 条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」

項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）について 準用する。 この 場合において、第七項

職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項 にお いて準 用す る第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二

第七項、 第八項及び 前項 の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める

められる場合を除き、これを承認しなければならない。

10
11

あるのは「 同法 第四条第一 項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。

行政執行法人の職員（国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の 官職 を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあ

って は、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二 項に おいて 読み 替えて準用

する第六条第一項ただし書各号のいずれにも 該当 しない もの に限る。）は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要

介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取 得す ること がで きる。

前項の規定により休暇を取得す ることがで きる 日数は、一の年において五日（要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日）を限度とするも

のとする。

第十二項 の規 定によ る休 暇は、一日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定

める一日未満の単位で取得することができる。

行 政執行法人の長は、第十二項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、業務の運営 に支 障があると

認められる場合を除き、これを承 認し なけれ ばな らない。

第十二項、第十三項及び前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の五 第一 項に規定する短時間勤務の職を占

める職員以 外の 非常勤 職員 にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条 の六

第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のい ずれ にも該 当しないものに限る。）について準用する。この場合において、第

十二 項中「行政執行法人の職員（国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常 時勤務する こと を要しない

職員」とあるのは「地方公務員法第四条第一 項に 規定す る職 員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤

職員」と、「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「同法第六条第一項に規定する 任命 権者又 はそ の委任を受けた者（地方教育行政

の組織及び運営に関す る法 律（昭 和三 十一年法律第百六十二号）第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。

以下同じ。）」と、前項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第 六条第 一項 に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職

員」 とある のは 「同法第四条第一項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるものとする。

行政執行法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員 （国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職

を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとし たならば同 項各 号のいずれにも該当し

ないものに限る。）が当該子を養 育す るため に請 求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間
を超えて勤務しないことを承認しなければならない。

前項の規定は、要介 護家族を介 護す る行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「

第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「 同項各号」 とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第
一項 各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
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12
13
14
15
16
17
18

地方公務員法第六条 第一 項に規 定す る任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六

十二号）第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、 市町 村の教 育委員会。以下この条において同じ。）は、三歳に満たない子を養

育す る地方公務員法第四条第一項に規定する職員（同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員 以外 の非常 勤職 員にあって

は、第十六条の八第一項の規定を適用すると した ならば 同項 各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合

において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤 務し ないこ とを 承認しなければならない。

行政執行法人の長は、当該行政 執行法人の 職員 について労働基準法第三十六条第一項本文の規定により同項に規定する労働時間を延長すること

ができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子 を養育 する もの（第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同

項各 号のいずれ にも該当しないものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは 、その者に つい

て、制限時間（第十七条第一項に規定する制限時間をい う。 第二十 二項 において同じ。）を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認
しなければならない。

前項の規定は、行政執行法人の職員であっ て要介護家 族を 介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項の」と

あるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項の」と、「同項各号」と ある のは「 第十 八条第一項において準用する第十七条第一項
各号」と、 「当 該子を 養育 する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第 四条 第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条第

一項 本文の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公務員法第四条第一項 に規定する 職員 であって小

学校就学の始期に達するまでの子を養育する もの （第十 七条 第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。

）が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者に つい て、制 限時 間を超えて当該労働時間を延長し
て勤務しないことを承 認し なけれ ばな らない。

前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するもの につ いて準用する。この場合において、前項中「

第十 七条第 一項 」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項 において準 用す

る第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあ るの は「当 該要 介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

行 政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該行政執行法人の職員であって第十九条第一項の規定を 適用 するとした

ならば同項各号のいずれにも該当 しな いもの が当 該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、深夜（

同項に規定する深夜をいう。第二十六項において同じ。）において勤務しないことを 承認 しなけ れば ならない。

前項の規定は、要介 護家族を介 護す る行政執行法人の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二

十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」と あるのは「 第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該
子を 養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
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19
20
21
22
23
24
25

○

地方公務員法第六条 第一 項に規 定す る任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する同法第四条第一項に

規定する職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたなら ば同 項各号 のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場

合に おいて、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。

前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第 四条第一項 に規 定する職員について準用する。この場合において、前項中「第十九条第一

項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるの は「 第二十 条第 一項において準用する第十九条第
一項各号」と、「当該 子を 養育す る」 とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

行政執行法人の職員（国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の 官職を占め る者 以外の常時勤務することを要しない職員にあ

って は、第二十 三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）は、 当該職員の 勤務

する行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介 護を するた め、 一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。

前 項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごと に、 連続する三

年の期間（当該要介護家族に係る 指定 期間と 重複 する期間を除く。）内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とす
る。

行政執行法人の長は 、第二十八 項の 規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち業務

の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなけれ ばな らない 。

行 政執行 法人 の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定に よる

育児休業、第三項の規定による休業その他の 子の 養育又 は家 族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤

務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体 制の 整備そ の他 の雇用管理上必要な措置を講じな
ければならない。

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施行規則 （平 成三年 労働 省令第二十五号）【雇用保険法等の一部を改

正す る法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成二十八年厚生労働省令第百三十七号）による改正後】（ 抄）

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（以下「法」という。）第二条第一号の厚生労働省令で定める者

（法第二条第一号の厚 生労 働省令 で定 めるもの）
第一条

は、児童の親その他の児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七 条第四 項に 規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法

第六条の四第一項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者と して当該児 童を 委託することができない労働者と
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26
27
28
29
30
31

２

する。

法第二条第一号の厚 生労 働省令 で定 めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第二項の規定による養育里親に同法第二十七
条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。

（法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間）
第二条

法第二条第四号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び 孫とする。

（法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの）
第三条

法第二条第五号 の厚 生労働省令で定める親族は、同居の親族（同条第四号の対象家族（以下「対象家族」という。）を除く。）とする。

（法第二条 第五 号の厚生労働省令で定める親族）
第四条

（法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの）

育児休業申出があった日から 起算 して一 年（ 法第五条第三項の申出にあっては六月）以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一

一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣 が定 める日数以下の労働者

第八条

二

法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせ ることとす る。

（法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話）
第三十 二条

法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。

（法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話）
第三十八条
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二

一

対象家族の通院等の付添い、 対象家族が 介護 サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族の必要な世話

対象家 族の 介護

法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

（法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの）
第四十 四条

法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以 上の 同居の家族（法第二条第五号の家

（法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者）
第六十条
族をいう。 ）で あって 、次 の各号のいずれにも該当する者とする。

法第十九条第一項の深夜（以下「深夜」 とい う。）において就業していない者（深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育すること が困難な状 態に ある者でないこと。

一

二

六週間（多胎妊娠の場合にあっては、十四週間）以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でな いこ と。

）であること。

三

（法第十九条第一項第三号の厚生 労働省令で 定め るもの）

一週間の所定労働日数が二日以下の労働者

法第十九条第一項第三号の厚生労 働省令で定 める ものは、次のとおりとする。

一

所定労働時間の全部が深夜にある労働者

第六十一条

二

第六十一条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九 条第一項第 三号の厚生労働省令で定めるものについて準用する。

（法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号 の厚 生労働省令 で定めるもの）
第六十六条

（法第二十三条の措置）
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法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とす る措 置を含 むも

二

一

労働者の三歳に満たない子に 係る 保育施 設の 設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

一日の 所定 労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。

労働基準法第三十二条の三の規定による労働時間の制度を設けること。

三

二

一

国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）（抄）

労働者が負担すべき 費用 を助成 する 制度その他これに準ずる制度を設けること。

要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わ って 当該対象家 族を介護するサービスを利用する場合、当該

当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適 用される前 項第 一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。

時間の短縮の制度を設けること。

法第二 十三 条第三項の労働者（以下この項において「労働者」という。）であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定 労働

ができることを要しない。

の方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定 労働 時間の 短縮 等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用

法第二十三条第三項の介護のための所定労 働時 間の短 縮等 の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれか

三

かの方法により講じなければならない。

法第二十三条第二項に規定する始業時刻変 更等の措置 は、 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次の各号に掲げるいずれ

のとしなければならない。

第七十 四条

２

３

○

職員（第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類す る職 員として人

（育児休業の承認）
第三条

事院規則で定める職員を除く。） は、 任命権 者の 承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日（常時勤務することを要

しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する 日か ら一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日）まで、育児休

業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業（当該子の出生の日 から 勤務時 間法 第十九条に規定する特別休暇のうち出産によ

り職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定 により人事 院規 則で定める期間を考慮
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して人事院 規則 で定める期 間内に、職員（当該期間内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規 則で

定める休暇により勤務しなかった 職員を除く 。） が当該子についてした最初の育児休業を除く。）をしたことがあるときは、人事院規則で定める
特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
（略）

労働基準法（昭和二 十二 年法律 第四 十九号）（抄）

２・３

○

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があ る場合にお いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組

（時間外及び休日の労働）
第三十六条

合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合におい ては 、第三十二 条から第三

十二条の五 まで 若しくは第 四十条の労働時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この項において「休日」と いう

。）に関する規定にかかわらず、 その 協定で 定め るところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働そ

（略）

の他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長 は、 一日について二時間を超えてはならない。
２～４

（略）

（産前産後）
第六十五条

使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が 請求 した場合において、その者につい

（略）

②

③

地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）（抄）

て医師が支 障が ないと 認め た業務に就かせることは、差し支えない。

○

この法律の規定は、一般職に属するすべての地方 公務 員（以 下「 職員」という。）に適用する。

（この法律の適用を受ける地方公務員）
第四条
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２

（ 略）
（任 命権者）

地方公共 団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監 、道府県警 察本

（ 略）

行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。）、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。

評価（任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当 たり 発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で

合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の 規則 及び地 方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、人事

部長、市町村の消防長（特別区が連合して維 持す る消防の消 防長を含む。）その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場

第六条

２
（給 与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準）

職員の給与は、生計費並びに国 及び 他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

職員 の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

２

職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これ に対 して給 与を 受けてはならない。

第二十 四条

３

職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の 地方 公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考

任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等 に基 づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、

職 員の給与、 勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

慮が 払われなければならない。

４

５

第二十八条の五

短時 間勤務の職（当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時 間勤務の職 と同 種のものを

（略）

占める職員 の一週間当 たり の通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項及び次条第二項において同じ。）に採用することができる。
２・３

（営利企業への従事等 の制 限）
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第三十 八条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業（以下この項及び次条 第一 項にお いて

「営利企業」という。）を営むこ とを目的と する 会社その他の団体の役員その他人事委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団体においては

人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の 基準を定め ることができる。

、地方公共団体の規則）で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企 業を 営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
２

国家公務員法（昭和 二十 二年法 律第 百二十号）（抄）

任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法 によ る定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で

○
第八十一条の五

任期を定め、短時間勤務の官職（当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務 時間 が、常 時勤 務を要する官職でその職務が当該短時間勤務

の官職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項において 同じ 。）に採用 することが
できる。
（略）

地 方教育行政 の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）（抄）

２・３
○

市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年 法律 第百三十五 号）第一条及び第二条に規定する職員（以下「県費負担教職員」という。

（任命権者）
第三十七条

２

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十三号）（抄）

（略）

）の任命権は、都道府県委員会に属する。

○

（週休日及び勤務時間 の割 振り）

日曜日及び土曜日は、週休 日（ 勤務時間を 割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員

各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十 五分 の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時

については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、 週休日を設けることができる。

第六条

２
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３

４

○

間勤務職員 につ いては、一 週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

各省各庁の長は、職 員（ 人事院 規則 で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。）について、始業及び

終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割 り振 ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわ

らず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲 内で 週を単 位と して人事院規則で定める期間（次項において

「単位期間」という。）ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることが でき る。

各 省各庁の長は、次に掲げる職員について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第一項の規定 によ る週休日に

加えて当該職員の週休日を設け、 及び 当該職 員の 勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第二項の規定に

かかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て 、単 位期間ごとの期間につき第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週

前号に掲げる職員の状況に類 する 状況に ある 職員として人事院規則で定めるもの

偶者の父母その他人 事院 規則で定め る者をいう。第二十条第一項において同じ。）の介護をする職員であって、人事院規則で定めるもの

子の養育又は配偶者等（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下こ の号におい て同 じ。）、父母、子、配

休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤 務時 間を割 り振 ることができる。
一

二

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）（抄）

この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定 等の公 共上 の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業

（定義）
第二条

であって、 国が 自ら主 体と なって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又

は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの（以下この条において「 公共上の事務等」という。）を効果的かつ効率的に行わせるため、

中期 目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう 。
（略）

この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照ら し、 国の行 政事 務と密接に関連して行われる国の指示その他

２・３
４

の国の相当な関与の下 に確実に執 行す ることが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき

行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独 立行 政法人として、個別法で定めるものをいう。

- 50 -

○

地 方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）（抄）
（定義）

この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上 の見 地からその 地域において確実に実

この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独立行政 法人 （第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。）のうち、その業務

ところにより地方公共 団体 が設立 する 法人をいう。

合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的 に行 わせる こと を目的として、この法律の定める

施されることが必要な事務及び事業であって 、地 方公共 団体 が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場

第二条

２

の停 滞が住民の 生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及 び公正性を 特に

確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務 員の 身分を 与え る必要があるものとして地方公共団体が当該地方独立行政法人の定款で定
めるものをいう。
（財産的基礎）
（略）

地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。

２

設立団体（地方独立行政法人を設立する一又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。）は、地方独立 行政 法人の 資本 金の額の二分の一以上

第六条
３
（略）

に相当する資金その他の財産を出資しなけれ ばな らない 。
４～６
（職員に係る他の法律の適用除外等）

次に掲げる法律の規定は、特定地方独立行政法人の職員（以下この条にお いて 単に「 職員 」という。）には適用しない。

地方公務員法第八条（第一項第四号及び第七項を除く。）、第十四条第二項、第十五条の二第三項、第二十三条の二第三項、 第二 十三条 の四

第五十三条
一

から第二十六条の三まで、第二十六条の五 第三 項（同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。）、第三十七条、第三十八条第

二項、第三十九条第三項及び第四項、第四十六条から第四十九条 まで 、第五 十二条から第五十六条まで、第五十八条（同条第三項中労働基準法

（昭和二十二年法律第四十九号）第十四条第二項及び第三項に係る部分並びに同法 第七十五条 から 第八十八条まで及び船員法（昭和二十二年法

律第百号）第八十九条から第九十六条までに係る部分（地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）第 二条 第一項に規 定する者に
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行政不服審査法（平成二十六 年法律第六 十八 号）の規定

適用される場合に限 る。 ）を除 く。 ）、第五十八条の二並びに第五十八条の三の規定
二

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号 ）第 四条第二項、第七条、第八条、第十四条、第十五条及び第十九条の規定
（略）

三
２～４

職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項、第三条第二項、第五条第二 項、 第十条 第一 項及び第二項、第十七条並びに第

（略）

５

十八条第三 項の 規定の適用については、同法第二条第一項中「条例で定める職員」とあるのは「設立団体（地方独立行政法人法（平成十五年 法律

第百十八号）第六条第三項に規定 する 設立団 体を いう。以下同じ。）の条例で定める職員」と、「条例で定める日」とあるのは「設立団体の条例

で定める日」と、「条例で定める期間」とあるのは「設立団体の条 例で 定める期間」と、「、条例」とあるのは「、設立団体の条例」と、同法第

三条第二項及び第五条第二項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」と、同法第十 条第 一項中 「条 例」とあるのは「設立団体の条例」と、「次

の各号に掲げるいずれかの勤務の形態（一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三 十三号）第 六条 の規定の適用を受ける

国家公務員 と同 様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態）」とあるのは「五分の一勤務時間 （当

該職員の一週間当たりの通常の勤 務時 間（以 下こ の項において「週間勤務時間」という。）に五分の一を乗じて得た時間に端数処理（五分を最小

の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをい う。以下こ の項 において同じ。）を行って得た時間をいう。）に二を乗じて得た時間に十

分の一勤務時間（週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た 時間 をいう。） を加えた時間から八分の一勤務時間（週間勤

務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。）に五を乗じて得た時間までの範 囲内 の時間 とな るように地方独立行政

法人 法第二 条第 二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、同条第二項及び同法第十七条中「条例」とあるのは 「設

立団体の条例」と、同条中「第十 三条 から前条ま で」とあるのは「第十三条及び前条」と、同法第十八条第三項中「条例」とあるのは「設立団体

６

地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）（抄）

の条例」とする。

○

（略）

（標準報酬）
第四十三条
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２～

２

（略）

（略）

組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末 手当 等の額 に基 づき、これに千円未満の端数を生

酬の 区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。）を超えることとなる場合には、当 該累計額が 五百 七十三万円

あるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標 準期末手当 等の額の累計額が五百七十三万円（前条第三項の規定による標準報

短 期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを 百五 十万円 」と

るときは、これを百五十万円とする。

じたときはこれを切り捨てて、そ の月 におけ る標 準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が百五十万円を超え

第四十四条

（標準期末手当等の額の決定）

・

休業終了日の翌日に育 児休 業等を 開始 している組合員は、この限りでない。

、その月を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標 準報 酬を改 定す るものとする。ただし、産前産後

休業終了日の翌日において継続して組合員で あつ た期間 に限 るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは

いて 当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属す る月以後三 月間 （産前産後

いう。以下同じ。）を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了 した 日（以 下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。）にお

八日）から 出産 の日後 五十 六日までの間において勤務に服さないこと（妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。 ）を

組合は、産前産後休業（出産の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日）以前四十二 日（ 多胎妊娠の場合にあつては、九十

（略）

でない。

して、標準報酬を改定するものとする。ただし、育児休 業等 終了日 の翌 日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限り

払の 基礎となつ た日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た 額を報酬月 額と

、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間（育児休業等終了日の翌日に おいて 継続 して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支

項において「育児休業 等終 了日」 とい う。）において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは

号）第二条第一項の規定による育児休業（以下「育児休業等」という。）を終了した組合員が、 当該 育児休 業等 を終了した日（以下この項及び次

より同項第二号に規定する育児休業に関する 制度 に準じ て講 ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十

休業 若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項（第二号に係 る部 分に限 る。 ）の規定に

組合は、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 （平 成三年法律第七十六号）第二条第一号の規定による育児

11
16
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12
14 13
15

（略）

となるよう その 月の標準期 末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とす る。
３・４
（育児休業手当金）

組合員が育児休業等（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 する法律第二十三条第二項の育児休業に関す

育児休業手当金は、 同一 の育児休業 について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

規定する給付上限相当額」とする。

除して得た額をいう。）を超える場合における第一項の 規定 の適用 につ いては、同項中「標準報酬の日額の百分の四十」とあるのは、「第三項に

法第 十八条 の規 定により変更された場合には、当該変更された後の額）に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当す る額を二十 二で

の百分の四十に相当する金額が、給付上限相当額（雇用保険法（昭和四十九年 法律第 百十 六号）第十七条第四項第二号ハに定める額（当該額が同

第一項（ 前項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により支給すべきこととされる標準報酬の 日額

。以下この項において同じ。）を超えるときは、一年）」とする。

第四十九号）第六十五条第一項又は第二項の 規定 により 休業 した期間を含む。）が一年（当該総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月

「ま での期間」とあるのは「までの期間（当該期間において当該育児休業等をした期間（その子の出生した日以後労働 基準法（昭 和二 十二年法律

よる育児休業を含む。）をしている場合における前項の規定の適用 につ いては 、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、

）において 準用 する場 合を 含む。）の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律（平成三年法律第百十一号）第二条第一項の規 定に

律第百九号）第三条第一項（同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法（昭和 二十 六年法 律第 二百九十九号）（第七号に係る部分に限る。

員の育児休業等に関する法律（平 成三 年法律 第百 八号）第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法

組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれか の日 において前 項に規定する育児休業等（国会職

総務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月） に達 する日 まで の期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。

なか つた期間で 当該育児休業等に係る子が一歳（その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認めら れるものと して

講ずる措置による休業を除く。以下この項及び次項において同じ。）をした場 合には 、育 児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さ

る制度に準ずる措置及 び同 法第二 十四 条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて

第七十条の二

２

３

４

組合員が介護休業（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第六十一条第六項において準用する同

（介護休業 手当 金）
第七十条の三

条第 三項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受 けた者の承 認（ 主務省令で
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定める組合 員に ついては、 主務省令で定める者の承認）を受けたものをいう。以下この条において同じ。）をした場合には、介護休業手当金 とし

て、当該介護休業により勤務に服さなかつた期間一日につき標準報 酬の 日額の 百分の四十に相当する金額を支給する。

前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続す る状 態ごとに、 介護休業の開始の日か
前条第三項の規定は、第一項の規定により介護休業手当金を支給する場合について 準用 する。

２
３

介護休業 手当 金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

ら起算して三月を超えない期間とする。
４

三歳に満たない子を養育し、又は 養育 していた組 合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとな

（三 歳に満たな い子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例）
第七十九条

つた日（総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日）の属する月から次の各号のいずれかに該 当す るに至 つた 日の翌日の属する月の

前月までの各月のうち、その標準 報酬 の月額 が当 該子を養育することとなつた日の属する月の前月（当該月において組合員でない場合にあつては

、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において 「基 準月」 とい う。）の標準報酬の月額（この項の規定によ

り当該子以 外の 子に係 る基 準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月 額。

以下この項において「従前標準報酬の月額」という。）を下回る月 （当 該申出 が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日

の属 する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。）については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報 酬の月額と みな して、第七

二

一

当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子 以外の 子を 養育することとなつたときその他これに準ずるものとし

当該組合員若しく は当 該組合 員で あつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。

当該子が三歳に達したとき。

十七条第一項の規定を適用する。

三
四

当該組合員が第百十四条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。

当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を 養育 しない こと となつたとき。

て総務省 令で定める もの が生じたとき。
五

前項の規定による給付算定基礎額の計算その他同項の規定の適用に関し必要 な事項は、 政令で定める。

当該組合員が第百十四条の二 の二 の規定 の適 用を受ける産前産後休業を開始したとき。

２

第 一項第六号の規定に該当した組合員（同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の 月額 とみな され

六
３

ている場合を除く。）に対する同項の規定の適用については、同項 中「この項 の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準

報酬 の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第六号の規定 の適用がな かつ たとしたな
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らば、この 項の 規定により 当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされるこ とと
なる基準月の標準報酬の月額」とする。

育児休業等をしている組合員（次条の規 定の 適用を 受け ている組合員及び第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除

（育児休業期間中の掛金等の特例）
第百十四条の二

く。）が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属 する 月からその 育児休業等が終了する日の翌日の
属す る月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。

（国の職員の取扱い）

常時勤務に服することを要する国家公務員（国家公務員法（昭和二十二 年法 律第百二十号）第七十九条又は第八十二条に規定する休

地方自治法（ 昭和 二十二 年法 律第六十七号）第二百 一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法

国の職員についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は 、そ れぞれ当該 下欄に掲げる字句とす

員は、警察共済組合の組合員となるものとする。

警務官である者（第九章の二を除き、以下「国の職員」という。） は、職員と みなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、国の職

の以外のものを含まないものとする。）のう ち警 察庁の 所属 職員及び警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）第五十六条第一項に規定する地方

勤務形態が 常時勤務に 服す ることを要する国家公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとし、国から給与を受けない者で政令で定めるも

職又 は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要し ない国家公 務員 のうちその

第百四十二条

２
る。
第二条第一項第五号

四条の規定の適用を受ける職員については、同条第 律第九十五号）の適用を受ける 職員 につい ては 、同

一項に 規定す る給 料及び同条第二項に規定する手当 法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当そ

のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当 の他政令 で定 める給 与を 除いたもの及び他の法律の

を除いたものとし、その他の職員については、これ 規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、そ
政令で定めるもの

らの給料及び手当に準ずるものとし て政令で定 める の 他の職員については、これらに準ずる給与として
もの
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第二条第一項第六号

第四十二 条第 二項
第 四十三条第十二項
第七十条の二第二項

第七十条の三第一項

地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職

ついては、同条第二項に規定する手当のうち期末手 員 につい ては 、同法の規定に基づく給与のうち期末

当しない給与に限る。）及び他の法律の規定に基づ

当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他 手当、勤勉手当その他政令で定める給与（報酬に該
の職員については、これらの手当に 準ず るもの

く給与のうち政令で定めるもの（報酬に該当しない

給与に限る。）とし、その他の 職員につい ては 、こ
れらに準ずる給与
一 号）第一条の二

地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十 国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十
一号）第二条第二項

律第百九号）第三条第一項

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法 国家公務員の育児休業等に関す る法 律（平 成三 年法
律第百十号）第二条第一 項

国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法 国家公務 員の 育児休 業等 に関する法律第二十七条第

律第百 九号）第三条第一項（同法第二十七条第一項 一項及び裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律

及び裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二 第 二百九 十九 号）（第七号に係る部分に限る。）に

百九十九号）（第七号に係る部分に限る。）におい おいて準用する国家公務員の育児休業等に関する法

て準用する場合を含む。）の規定に よる 育児休業又 律第三条第一項の規定による育児休業、裁判官の育

二条第一項の規定による育児休業又は地方公務員の

は裁判官の育児休業に関する法律（平成三年法律第 児休業に関する法律（平成三年 法律第百十 一号 ）第
百十一号）第 二条 第一項

育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）
第二条第 一項

その子の出生した日以後労働基準法（昭和二十 二年 一 般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平

休暇（出産に関する特別休暇であつて政令で定める

法律第四十九号）第六十五条第一項又は第二項の規 成六年法律第三十三号）第十九条の規定による特別
定により休業した期間

ものに限る。）の期間

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二

者の福祉に関する法律第六十一条第六項において準 十条第一 項に 規定する介護休暇又はこれに準ずる休

用する同条第三項に規定する要介護家族その他主務 暇として政令で定めるもの
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第九十二条第一項

省令で 定める者を介護するための休業であつて、任
命権者又はその委任を受けた者の承認（主務省令で
定める組合員については、主務省令で定める者の承
認）を受けたもの

地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による 国家公務員退職手当 法（ 昭和二 十八 年法律第百八十

同号の退職

免職の処分又 はこ れに相当する処分を受けて退職を 二号）第五条第一項第二号に掲げる
した
当該退職

地方公務員法第二十九条

当該退職

免職の処分又はこれに相当する処分を受けて

退職手当支給制限等処分

国家公務 員法 第八十 二条

同号の退職

二号）第五条第一項第二号の

地方公務員法第二十八条 第一項第四 号の 規定による 国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十

退職手 当支給制限等処分に相当する処分

国

第九十二条第二項

地方公共団体

第百十一条第一項
第百十三条第一項

地方公共団体（市町村立学校職員給与負担法（昭和 国の
二十三年法律 第百三十五 号） 第一条又は第二条の規

第 百十三 条第 二項各号列記以外の
部分

定により都道府県がその給与を負担する者にあつて
地方公共団体

国家公務員退職手当法に基づく

国

は、都道府県 。以 下この条において同じ。）の

地方自治法第二百四条第 二項に規定 する

国の機関

第百十三条第二項各号、第三項か
第百十五条第二項

地方公共団体の機関

ら第五項 まで
第 百十六条第一項

規定により国

地方公共団体（市町村立学校職員給与負担法第 一条 国

う。）

職員団体（第三項において「地方公共団体等」とい 職員団体

規定により地方公共団体

第百三十八条

又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担
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任命権者又は

若しくは地方公共団体の事務若しくは

任 命権者若しくは

する者 にあつては、都道府県）
又は地方公共団体の事務又は

政令で定める場合を除く。）又は組合員が任命権者

当該公庫等職員又は特定公庫等役員

公庫等」と、

公庫等職 員又 は特定 公庫 等役員

公庫等又は特定公庫等」と、

第百四十条第一項
政令で定める場合を除く。）

若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続

いて沖縄振興開発金融公庫その 他特別の法 律に より

設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業

と密接な 関連 を有す るも ののうち政令で定めるもの

（以下「特定公庫等」という。）の役員（常時勤務

に 服することを要しない者を除く。以下「特定公庫

等役員」という。）となるため退職した場 合（政令
当該公 庫等職員

（ 公庫等 職員 又は特定公庫等役員

で定める場合を除く。）
（公庫等職員

公庫等又は特定公庫等の負担金

をいう。以下この条において同じ。）の負担金

定公庫等（第百四十条第一項に規定する特定公庫等

公庫等をいう。以下この条において同じ。）の負担 公庫等をいう。以下この条において同じ。）又は特
金
公庫等の負担 金

公庫等（第百四十条第一項に規定する公庫等をいう 公庫等（ 第百四十条 第一 項に規定する公庫等をいう

。以下この条において同じ。）又は特定公庫等（第

公庫等職員

含む。）、継続長期組合員が特定公庫等役員として

。以下この条において同じ。）」

百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下

第百四十条第二項第二号

含む。）

こ の条において同じ。）」

第百四十条第三項

在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合

（その者 が更 に引き続き他の特定公庫等役員となつ
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第 百四十 四条 の二第二項及び第百
四十四条の三十一（見出しを含む

則

これらの他の公庫等職員
国

公 庫等職 員又 は特定公庫等役員

た場合を含む。）そ の他 の政令 で定 める場合
地方公共団体

国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その 管理 に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することがで

きる。

国の機関 は、 警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして当該組合の業務に従事させること がで

。）
３

４
きる 。
附

第七十条の二第一項から第三項 まで の規定の適 用については、当分の間、同条第一項中「及び次項」とあるのは「から第三項まで」

（育児休業手当金に関する暫定措 置）
第十七条の二

と、同項及び同条第三項中「百分の四十」とあるのは「百分の五十（当該育児休業等 をし た期間が百八十日に達するまでの期間については、百分
の六十七）」とする。

（介護休業手当金に関する暫定措 置）

第七十条の三第一項及び同条第 三項 において準用する第七十条の二第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百

雇用保険 法（ 昭和四 十九 年法律第百十六号）【雇用保険法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十七号）による改正後】（抄）

分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。

第十七条の三

○

賃金日額は、算定対象期間において第十四条（第一項ただし書を除く。）の規定により 被保 険者期間と して計算された最後の六箇月間に

（賃金日額）
第十七条

支払 われた 賃金 （臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第六節において同じ。）の総額を百 八十
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で除して得 た額 とする。
（略）

前三項の規定にかかわらず、これらの規定 により算定 した 賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えると

２・３
４

一

次のイ から ニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額（これらの額が次条の規定により変更されたときは、 それ

二千三百二十円（その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額）

きはその額を、それぞれ賃金日額とする。

二

ロ

イ

受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者

受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者

受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資 格者

一万四千三百円

一万五千七 百三十円

一万 五千二十円

ぞれその変更された額）

ハ

受給資格に係る 離職 の日におい て三十歳未満である受給資格者

一万二千八百七十円

ニ

（基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自 動的変更）

厚生労働大臣は、年度（四月一日から翌年の三月三十一日までをいう 。以下同じ。）の平均給与額（厚生労働省において作成する毎月勤

前二項の「自動変更対象額」とは、第十六条第一項（同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定 によ る基本 手当 の日額の算

十円に切り上げるものとする。

前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数が あるときは 、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを

象額を変更しなければならない。

度）の平均給与額を超え、又は下 るに 至つた場合 においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対

同じ 。）が 平成 二十一年四月一日から始まる年度（この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の 前年

労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一 人当 たりの 給与 の平均額をいう。以下

第十八条

２

３

定に当たつて、百分の八十を乗ず る賃 金日額の範囲となる同条第一項に規定する二千三百二十円以上四千六百四十円未満の額及び百分の八十から
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百分の五十 まで の範囲の率 を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千六百四十円以上一万千七百四十円以下の額並びに前条第四項各 号に
掲げる額をいう。

（育児休業給付金）

育児休業給付金は、被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において 同じ 。）が 、厚

育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付 金の支給を 受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該

た場合における当該区分による一の期間をいう。

」という。）から各翌月の休業開 始応 当日の前日 （当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日）までの各期間に区分し

当該休業を した 期間内にある日（その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応 当日

この条において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始 した 日又は 各月 においてその日に応当し、かつ、

間とする。

定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十 四条 の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期

前項の「みなし被保 険者 期間」は、同項（第六項において読み替えて適用する場合を含む。次項、第五項及び次条第二項において同じ。）に規

四年を超え ると きは、四年間））に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に 加算 した期間（その期間が

業を開始した日前二年間（当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労 働省 令で定 める 理由により引き続き三十日以上賃金の支払を

場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、 一歳 六か月に満たない子）を養育するための休業をした場合において、当該休

。以下この項及び第六項において 同じ 。）（ その 子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる

とを希望し てい る者及びそ の他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を 含む

の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親である被保険者に委託されている児童のうち、当該被保険者が養子 縁組 によつて養 親となるこ

属している場合に限る。）であつて、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法 （昭 和二十 二年 法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号

が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立 につ いて家 庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係

生労働省令で定めるところにより 、その一歳 に満 たない子（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規定により被保険者

第六十 一条の四

２

３

４
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５

６

７

育児休業給 付金 の支給に係 る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されること とな

る賃金日額に相当する額（次項に おいて「休 業開 始時賃金日額」という。）に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日

数（同項において「支給日数」という。）を乗じて得た額の百分の 四十 に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同

次号に 掲げ る支給単位期間以外の支給単位期間

当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した

三十日

条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」 と、 同条第 四項 中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号

一
当該休業を終了した日の属す る支 給単位 期間

ハに定める額」とする。

二
日までの日数

前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保 険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場

合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃 金日額に支 給日 数を乗じて得た額の百

分の八十に 相当 する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じ て得

た額を、当該支給単位期間におけ る育 児休業 給付 金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た

額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の 規定にかか わら ず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、
支給しない。

被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上 婚姻 関係と同様 の事情にある者を含む。第六十一

条の 六第一 項に おいて同じ。）が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における 第一
項の規定の適用については、同項 中「 その一歳」 とあるのは、「その一歳二か月」とする。

育児休業給付金の支給を受けたことがある 者に 対する第二 十二条第三項及び第三十七条の四第三項の規定の適用については、第二十二条第三項

中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間 に育児休業 給付 金の支給に係る休業の

期間があるときは、当該休業の期 間を 除いて 算定 した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」と、第三十七

条の四第三項中「第二十二条第三項」とあるのは「第二十二条第三項（第六十一条の 四第 七項に おい て読み替えて適用する場合を含む。）」とす
る。
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（介護休業 給付 金）

介護休 業給 付金は 、被 保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族（当該被保険者の配偶者、父母及び子（これらの

介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができ る被 保険者を受 給資格者と、当該被保険者が当該

終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日）までの各期間に区分 した 場合におけ る当該区分による一の期間をいう。

いては、その月の末日。以下この項及び次項第二号にお いて「休業 開始 応当日」という。）から各翌月の休業開始応当日の前日（当該介護休業を

を、当該介護休業を開始した日又 は各 月にお いて その日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日（その日に応当する日がない月にお

こ の条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間（当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの 期間 に限る。）

を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる 被保険者期 間に 相当する期間とする。

前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業（同一の対象家族について二回 以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。）

に、支給単位期間について支給する。

なかつた日数を二年に加算した期 間（ その期 間が 四年を超えるときは、四年間））に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき

める理由に より 引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることが でき

介護休業とする。以下この項において同じ。）を開始した日前二年間（当該介護休業を開始した日前二年間に疾病、負 傷そ の他厚生労働省令で定

「介護休業」という。）をした場合において、当該介護休業（当該対象家族を介護す るた めの二 回以 上の介護休業をした場合にあつては、初回の

者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。）並びに配 偶者 の父母をいう。以下この条において同じ。）を介護するための休業（以下

第六十一条の六

２

３

４

介護 休業給 付金 の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定される こと

となる賃金日額に相当する額（次 項に おいて「休 業開始時賃金日額」という。）に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定め

る日数（次項において「支給日数」という。）を乗じて 得た 額の百 分の 四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については

次号に 掲げ る支給単位期間以外の支給単位期間

当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は休業開始応当日から当該介護休

三十日

、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であると き」 と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第

一

当該介護休業を終了した日の 属す る支給単位期間

二号ロに定める額」とする。

二
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５

６

○

業を終了した日まで の日 数

前項の規定にかかわ らず 、介護 休業 をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、

当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加 えて 得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相

当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の 八十 に相当 する 額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該

支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数 を乗 じて得た額の百分の八

十に相当す る額 以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給し ない 。

第一項の規定にかか わら ず、被保険 者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において

一

同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護 休業を終了 した 日までの日数を合算し

同一の対象家族について当該被保険者が四回以上の介護休業をした場合における 四回 目以後 の介 護休業

、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたと きは 、介護休業給付金は、支給しない。

二
て得た日数が九十三 日に 達した日後 の介護休業

則

号 ）による改 正後】（抄）

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十七号）【一般職 の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十八年
法律第
附

（介 護をするための休業に係る承認の請求を公務員がする場合における経過措置）

地方公務員法（昭和二十 五年 法律第二百六十一号）第四条第一項に規定する職員のうち、同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤

地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律 第百 二十一号） （抄）

号）第八条の規定による改正前の第十一条第一項ただし書」とする。

の適用については、当 分の 間、同 項中 「第十一条第一項ただし書」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第十七

務の職を占める職員以外の非常勤職員に対する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労 働者 の福祉 に関 する法律第六十一条第六項の規定

第十二条

○
（略）

（略）

第二条
２
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３

４

職 員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間 及び その後 の同

項各号に掲げる移動は、同項の通 勤としない 。た だし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものをやむを得な
い事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又 は中 断の間を除き、この限りでない。

この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生 の日又は診 断によつて疾病の発生が確定した日（第七項において「

災害発生の日」という。）の属する月の前月の末日から起算して過去三月間（その期間内に職員となつた者については 、そ の職員となつた日まで

の間）にそ の職 員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつ て計

給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又 は出 来高払制によつて定められた場合には、その期間中に支払われた給与の総

算した額を下らないものとする。
一
額をその勤務した日数で除して得た金額の百分の六十

給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合に は、その部 分の 給与の総額について前

（略）

二

５

第四項に規定する期間中に、次の各号のい ずれ かに該 当す る日がある場合には、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から

号の方法により計算 した 金額と、そ の他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額

６

二

一

育児休業の承認を受けて勤務 しな かつた日、 承認を受けて育児短時間勤務をした日及び部分休業の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の

産前産 後の 職員が、出産の予定日の六週間（多胎妊娠の場合にあつては、十四週間）前から出産後八週間以内において勤務しなかつた日

負傷し、又は疾病にかかり、療養のために勤務することができなかつた日

控除して計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平 均給 与額より多 い場合は、この限りでない。

三

介護のために承認を受けて勤務しなかつた日

一部について勤務しなかつた日
四

地方公共団体（職員が当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人に在職していた期間にあつては、 当該 地方独 立行 政法人）の責めに帰す

職員団体の業務に専ら従事す るた めの許可を受けて勤務しなかつた日

べき事由 によつて勤 務す ることができなかつた日

五

六
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７～

（略）

、それぞれ その 定める額を当該休業補償に係る平均給与額とする。

属する年度の四月一日における年齢に応じて総務大臣が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高 限度額とし て定 める額を超えるときは

て第四項から第八項までの規定により平均給与額として計算した額が、休業補償を受 ける べき職 員の 当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の

休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一 年六月を経 過した日以後の日である場合において、休業補償につい

（略）

とする。

度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金 たる 補償に係る平均給与額

該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる 当該 職員の 基準 日における年齢）に応じて総務大臣が最低限

支給すべき月の属する年度の四月一日（以下この項において「基準 日」 という。）における年齢（遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当

年金たる補償について第四項から前項までの規定によ り平 均給与額と して計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を

10
（略）
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11
12
13
14

