
従業員の採用と定着に効果のあがる

社会保険労務士 江尻育弘

労働法関連 法改正のポイント
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Chapter One
法改正情報
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対応漏れがないか確認したい過去数年の法改正

• 近年の人事労務管理関係の法改正（中小企業基準）としては以下のようなものがある。
【2022年４月まで】
1. （1月）傷病手当金制度の見直し~暦期間から通算へ
2. （4月）パワハラ防止措置の義務化
3. （4月）育児休業等の個別周知義務化および有期労働者の要件緩和
4. （4月）女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定(101人以上企業)

【2021年】
1. （４月）いわゆる同一労働同一賃金の対応
2. （４月） 70歳までの就業機会確保の努力義務化
3. （３月）障害者法定雇用率の引き上げ（2.3％）
4. （1月）子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与

【2020年】
1. （4月）労働時間上限規制（36協定様式見直し）
2. （4月）賃金債権の時効見直し（2年→3年）
3. （4月）民法改正に伴う身元保証契約の見直し

【2019年】
1. （4月）年次有給休暇の取得義務化
2. （4月）勤務間インターバル制度の努力義務化
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今後予定される法改正

• 今後も様々な法改正が予定される（中小企業基準）。

【2022年10月以降】
1. （10月）社会保険20時間基準の101人以上への拡大
2. （10月）育児休業中の保険料免除要件の見直し
3. （10月）男性の育児休業取得促進と育児休業制度改定

【2023年】
1. （4月）60時間を超える時間外労働の割増率引き上げ
2. （4月）障害者法定雇用率の引き上げ

【2024年】
1. （4月）建設業・運転手、医師等の限度基準適用除外の廃止
2. （10月）社会保険20時間基準の51人以上への拡大

【2025年】
1. （4月）雇用保険高年齢雇用継続給付の引き下げ
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Chapter Two
男性の育児休業取得促進など
2022年度の育児介護休業法改正
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現行の育児に関連する支援制度

項目 概要

育児休業
原則として1歳までの子どもを養育するために従業員が
取得できる休業（延長：1歳6ヶ月、再延長：2歳）

子の看護休暇
小学校入学前までの子どもを養育する従業員が、子どもが
病気・けがをしたときや、子どもに予防接種や健康診断を
受けさせるときに取得できる休暇

所定外労働の制限
3歳までの子どもを養育する従業員の所定労働時間を
超える労働の禁止

時間外労働の制限
小学校入学前までの子どもを養育する従業員の、法定時間を
超える労働を1ヶ月24 時間、1年150 時間までとする制限

深夜業の制限 小学校入学前までの子どもを養育する従業員の深夜労働の禁止

育児短時間勤務
3歳未満の子どもを養育する従業員の、1日の所定労働時間を
短縮すること

江尻 育弘



急増する男性の育児休業取得率

資料出所:厚生労働省「令和２年度雇用均等基本調査」

参考:女性の育児休業取得率
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改正育児介護休業法①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

資料出所:厚生労働省「育児・介護休業法について」

①環境整備
1. 育児休業に係る研修を実施すること
2. 育児休業に関する相談体制の整備として相談窓口を設置すること
※ これらも含め、複数の選択肢からいずれかを選択する。

②個別周知・意向確認
• 周知の方法は、面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の
選択肢から選択する。

施行日
2022年4月1日
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改正育児介護休業法②出生時育児休業（産後パパ育休）の創設

資料出所:厚生労働省「育児・介護休業法について」

※１ 具体的な手続きの流れは以下①～③のとおり
①労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
③労働者が同意した範囲で就業
就業可能日等の上限（休業期間中の労働日・所定労働時間の半分）は厚

生労働省令に定められた。

施行日
2022年10月1日
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改正育児介護休業法③その他の改正

資料出所:厚生労働省「育児・介護休業法について」

①育児休業の分割取得

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和 施行日
2022年4月1日

施行日
2022年10月1日

③育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の
取得の状況を公表することが義務付けられる。

施行日
2023年4月1日



江尻 育弘 11



江尻 育弘
12

育児休業期間中の社会保険料の免除
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Chapter Three
パワーハラスメント
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個別労働紛争の件数は横ばいも、ハラスメントが急増

資料出所:厚生労働省「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
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パワー・ハラスメントの定義(労働施策総合推進法30条の2）

優越的な関係を背景とした言動

業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

労働者の就業環境が害されるもの



定義について

• 優越的な関係を背景とした言動とは？
– パワーバランスの存在する関係性のこと。

• 職位・・・上司から部下へのパワハラ
• 知識
• 集団

• 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは？
– 業務上必要であれば厳しいことを伝えてもパワハラではない。

※ただし、嫌な気持ちにさせることは別の問題を生むことがあるので伝え方には注
意が必要。

• 就業環境が害されるとは？
– 身体的・精神的苦痛の判断は本人の感じ方では無く、平均的な労働
者の感じ方がベースになる。
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パワハラの６類型

①優越的な関係を背景として
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③その雇用する労働者の就業環境が害されること

資料出所:厚生労働省雇用環境・均等局「パワーハラスメントの定義について」（平成30年10月17日）

要件を満たすと考えられる例 要件を満たさないと考えられる例



わかりやすいパワハラは少ない

• 事実

• 継続性（反復性）

• 心理的側面

• 前後関係
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パワハラの特性とマネジメントにおける課題
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• パワハラは適正な指導との線引きが難しい。
• 適正な範囲の指導であっても、被害者は個人の主観でパワハラと
の申告を行うことがある。

• 一方、加害者とされる方にも、パワハラとの認識は少なく、熱心に指
導した結果、パワハラとの指摘を受けることが多い。

• 管理者がパワハラとの指摘を恐れ、本来行うべき指導を行わなくな
るとすれば、マネジメントは機能不全に陥り、組織風土の混乱が避
けられない。

• よって管理者がパワハラの知識を付け、組織として何が問題になる
のかを共有することが重要。

江尻 育弘
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Chapter Four
障がい者法定雇用率の見直し
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年 近年の障害者雇用促進法改正の変遷

2018年 ・障害者雇用義務の対象として「精神障害者」を追加

2019年 ・障害者雇用義務対象となる民間企業を「従業員数50名以
上」から「従業員数45.5名以上」に範囲拡大
・民間企業の法定雇用率を「2.0%」から「2.2％」に引き上げ

2020年 ・事業主に対する給付制度の創設
・優良事業主としての認定制度の創設

2021年 民間企業の法定雇用率を「2.3％」へ引き上げ

2023年 障害者法定雇用率の見直し
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障がい者雇用_各制度の対象者イメージ
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Chapter FIve
努力義務化された70歳までの就業機
会の確保（2021年4月施行）
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7 0歳までの就業機会確保 2021年4月に努力義務化

• 従来より義務化されている60歳定年（1階)
＋65歳までの原則希望者全員の継続雇
用（2階)の仕組みはそのまま。

• この上に、70歳までの就業機会確保の努
力義務（3階)が追加された。

• よって今回、65歳定年が義務化されると
いうことではない。

１階
60歳定年

２階
65歳継続雇用

3階
70歳就業確保
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7 0歳までの就業機会確保 2021年4月に努力義務化

• 70歳までの就業機会確保の選択肢としては以下が設けられている。
① 70歳までの定年引上げ
② 定年廃止
③ 70歳までの継続雇用制度の導入
a. 自社
b. 特殊関係事業主（グループ会社）
c. 他の事業主 NEW

④ 70歳まで継続的に業務委託を締結する制度の導入 NEW

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 NEW

a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託・出資等する団体が行う社会貢献事業

• ④⑤は過半数代表との同意、本人の希望が前提
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高齢者雇用に求められる職務設計とは

出典:内閣府 令和元年度 年次経済財政報告



出典:パーソル総合研究所 シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査（2021年5月28日）
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