
さらに、育児を行う労働者が働き続けやす
い雇用環境の整備を行う事業主等を支援する
ため、「両立支援等助成金」の支給を行って
いる。2021年度における仕事と育児の両立
支援関係の助成金の内容は下記のとおりであ
る。
○出生時両立支援コース

男性の育児休業や育児目的休暇の取得に向
けた職場風土づくりに取り組み、子の出生
後８週間以内に開始する育児休業等を男性
労働者が取得したとき

○育児休業等支援コース
・育休取得時、職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を策定・導入し、
プランに沿って対象労働者の円滑な育児休
業の取得、職場復帰に取り組んだとき

・代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保し、か
つ、育児休業取得者を原職等に復帰させた
とき

・職場復帰後支援
育児休業からの復帰後、仕事と育児の両立
が特に困難な時期にある労働者のため、法
を上回る子の看護休暇制度や保育サービス
費用補助制度を導入し、一定以上利用させ
たとき

○事業所内保育施設コース
労働者のための事業所内保育施設を設置・
運営等したとき
※ 2016年度からは、「企業主導型保育事業」

の開始に伴い、新規受付を停止

新型コロナウイルス感染症への対応とし
て、小学校等の臨時休業等により仕事を休ま
ざるをえなくなった保護者の所得の減少に対
応するため、2021年４月～同年９月の休暇
は「両立支援等助成金　育児休業等支援コー
ス（新型コロナウイルス感染症対応特例）」、
2021年８月～2022年３月の休暇は「新型コ
ロナウイルス感染症による小学校休業等対応
助成金」により、正規雇用・非正規雇用を問
わず、有給の休暇（労働基準法上の年次有給

休暇を除く。）を取得させた企業に対し、助
成金を支給した。同様に、委託を受けて個人
で仕事をする方が、2021年８月～2022年３
月の間に契約した仕事ができなくなった場合
にも「小学校休業等対応支援金」により支援
を行った。

育児休業からの円滑な復帰の支援
少子化による生産年齢人口の減少が更に進

む状況下においては、子育て期の労働者が働
き続けながら育児を行えるような職場環境を
整備していくことが重要であるが、約５割の
女性が出産前後に退職する現状においては、
働き続けることを希望する労働者が子育て等
に専念するために休業した後、職場復帰でき
るようにするため、特に人手不足である中小
企業で働く労働者に対するきめ細かな支援を
進めていくことが必要である。

このため、中小企業における労働者の育児
休業取得及び円滑な職場復帰による継続就労
を支援するため、「育休復帰支援プラン」の
普及促進を図るとともに、個々の事業主の状
況に応じたプランの策定支援を行う「仕事と
家庭の両立支援プランナー」による支援を
行っている。また、中小企業において育児休
業取得者の「育休復帰支援プラン」を策定・
導入し、同プランに沿って当該労働者の円滑
な育児休業の取得・職場復帰に取り組んだ場
合に助成金を支給している。これらの総合的
な支援を行うことで、中小企業における労働
者の育児休業取得及び円滑な職場復帰による
継続就労を支援している。

育児休業の取得等を理由とする不利益取扱い
の防止

妊娠、出産、育児休業・介護休業の取得等
を理由とする不利益取扱いは、「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47年法律第113号。以
下「男女雇用機会均等法」という。）及び育
児・介護休業法により禁止されている。

また、妊娠、出産、育児休業等をしながら
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継続就業しようとする労働者の就業環境を整
備するため、上司・同僚による職場における
妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメン
トの防止措置を講じることが、事業主に対し
義務付けられている。都道府県労働局におけ
る説明会やハラスメント対応特別相談窓口の
設置等により、妊娠、出産、育児休業等に関
するハラスメント防止対策の推進を行った。

妊娠、出産、育児休業等の不利益取扱いや
ハラスメント防止対策に関する相談に当たっ
ては、労働者の立場に配慮しつつ迅速・丁寧
に対応するとともに、法違反が疑われる事案
を把握した場合には、事業主に対する報告徴
収を実施し、法違反については積極的な行政
指導を行っている。また、相談者のニーズに
応じ、都道府県労働局長による紛争解決援助
及び調停を実施し、円滑かつ迅速な紛争の解
決を図っている。

非正規雇用労働者に対する支援
育児・介護休業法に規定されている有期雇

用労働者の育児・介護休業取得要件のうち、
引き続き雇用された期間が１年以上であるこ
との要件を廃止する改正を、2021年６月に
公布された「育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及
び雇用保険法の一部を改正する法律」（令和
３年法律第58号）において行っており、
2022年４月から施行されるため、本改正内
容を始めとする育児・介護休業法の周知及び
履行確保を図っている。

正規雇用・非正規雇用にかかわらず妊娠・出
産前後の継続就業の支援

希望する女性が妊娠・出産後も継続して就
業できるよう、育児・介護休業法に基づく仕
事と子育ての両立支援制度が企業に定着する
よう指導を行うとともに、育児休業からの円
滑な職場復帰ができるよう支援を行ってい
る。

４ 子育て等により離職した女性の再
就職支援、地域活動への参画支援

子育て女性等の再就職支援
全国204か所（2022年３月31日現在）の

マザーズハローワーク・マザーズコーナーに
おいて、子育てをしながら就職を希望する女
性等に対して、子供連れで来所しやすい環境
を整備するとともに、担当者制によるきめ細
かな就職支援、求人情報や地方公共団体等と
の連携による保育サービス関連情報等の提供
など、再就職に向けた総合的かつ一貫した支
援を行う「マザーズハローワーク事業」を実
施している。

公的職業訓練において、母子家庭の母及び
父子家庭の父の特性に応じたコース、育児に
より決まった日時に訓練を受講することが困
難な者等を対象としたe－ラーニングコース
や託児サービスを付加した訓練等を実施して
いる。

さらに、インターネット上で再就職に向け
た具体的な取組計画の作成や再就職のための
基礎知識を習得できるe－ラーニングプログ
ラムの提供を行っている。

内閣府では、様々なライフステージにある
女性のニーズに合わせた、女性活躍等に向け
た各実施機関の支援情報を集約・整理し、

「女性応援ポータルサイト１」により発信し
ている。

経済産業省では、地域の中小企業・小規模
事業者が抱える経営課題の解決に即した多様
な人材を確保できるよう、企業の魅力発信や
マッチングの促進等を行っている。

女性の幅広い活躍を推進する学び直し支援
男女が共に仕事と家庭、地域における活動

に参画し、活躍できるような社会の実現を目
指すためには、個人の可能性を引き出すため
の学びが必要不可欠である。このため、文部
科学省では、2020年度より「女性の多様な

１　https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/
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チャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事
業」において、大学、男女共同参画センター、
企業等の連携による、キャリアアップやキャ
リアチェンジ等を総合的に支援するモデル事
業（４か所）と、女性の活躍を促進する普及
啓発事業（１か所）を実施している。

５ 男性の家事・育児参画の促進

育児休業など男性の育児参画の促進
仕事と家庭の両立については、男女を問わ

ず推進していくことが求められる。父親が子
育ての喜びを実感し、子育ての責任を認識し
ながら、積極的に子育てに関わるよう促して
いくことが一層求められている。現在のとこ
ろ、男性が子育てや家事に十分に関わってい
ないことが、女性の継続就業を困難にし、少
子化の一因ともなっていると考えられる。実
際、男性の育児休業取得率については、「少
子化社会対策大綱」（2020年５月29日閣議決
定）において、2025年には30％にすること
を目標としているが、現状、12.65％（2020
年）にとどまっている。

2021年６月に公布された、「育児休業、介
護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正
する法律」において、有期雇用労働者の育休
等取得要件の改正のほかにも、男性の育児休
業取得促進のための子の出生直後の時期にお
ける柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休
業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出
産等の申出をした労働者に対する個別の周
知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給
付に関する所要の規定の整備等を内容とする
改正を行っており、2022年４月から順次施
行されるため、円滑な施行に向けて、改正法

の周知を行っている。
また、男性の育児休業や育児目的休暇の取

得に向けた職場風土づくりに取り組み、育児
休業等の取得者が生じた事業主に対し支給す
る「両立支援等助成金（出生時両立支援コー
ス）」により、男性の育児休業等の取得促進
に取り組む事業主を支援している。

健康保険及び厚生年金保険の保険料につい
ては、「全世代対応型の社会保障制度を構築
するための健康保険法等の一部を改正する法
律」（令和３年法律第66号）により、2022年
10月以降、当該月の末日時点で育児休業等
を取得している場合に加えて、育児休業等開
始日の属する月内に２週間以上の育児休業等
を取得した場合にも当該月の保険料を免除す
る等の改正を行った。
「次世代育成支援対策推進法」（平成15年法

律第120号）に基づき定められた行動計画策
定指針においては、男性の子育て目的の休暇
の取得促進を図るため、子供が生まれる際や
子育てを行う際取得することができる企業独
自の休暇制度の創設、子供が生まれる際や子
育てを行う際の時間単位付与制度の活用も含
めた年次有給休暇や、配偶者の産後８週間以
内の期間における育児休業の取得促進を図る
等、雇用環境の整備に関する事項を行動計画
の内容に盛り込むことが望ましいとしてい
る。

また、「少子化社会対策大綱」（2020年５月
29日閣議決定）においては、配偶者の出産
後２か月以内に半日又は１日以上の休みを取
得した男性の割合を2025年には80％にする
ことを目標として、男性が「子供が生まれる
日」、「子供を自宅に迎える日」、「出生届を出
す日」などに休暇を取得することを促進する

「さんきゅうパパプロジェクト」を推進して
いる。（第2-1-9図）
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具体的には、晩産化や共働き夫婦の増加な
どによるライフスタイルの変化とともに、出
産や子育てが多様化しつつある中で、妊娠・
出産・子育てに際して、男性ができることを
考えるきっかけとなるよう「ハンドブック

『さんきゅうパパ準備BOOK』」を作成し、
各種イベント等において地方公共団体、企
業・団体、子育て中の父親・母親等に対して
配布すること等により理解の促進を図ってい
る１。

2019年度に実施した男性の子育て目的の
休暇取得に関する調査研究によると、配偶者
の出産後２か月以内に半日又は１日以上の休
みを取得した男性の割合は58.7％となってい
る。この結果を踏まえ、今後、より積極的に

「さんきゅうパパプロジェクト」について周
知することとしている。

男性国家公務員の育児に伴う休暇・休業の取
得促進

男性国家公務員の育児休業取得率について
は、「第５次男女共同参画基本計画」（2020年
12月25日閣議決定）における男性の育児休
業に関する目標（2025年に30％）の達成を
目指すとともに、「男の産休」（配偶者出産休
暇及び育児参加のための休暇）についても、
全ての男性職員による両休暇合計５日以上の
取得達成に向け、引き続き男性職員や管理職
員等への意識啓発、取得促進を強力に推進す
ることとしている。

また、2020年度から、子が生まれた全て
の男性職員が１か月以上を目途に育児に伴う
休暇・休業を取得できることを目指し、具体
的には、管理職員が対象となる男性職員本人
の意向に沿った取得計画を作成することや、

１　https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/sankyu_papa.html

	第2-1-9図	 さんきゅうパパプロジェクト

※「さんきゅうパパ」は産後に休みを取り、
家事・育児を⾏うパパのことをいい、

「さんきゅう」は「産休」と「Thank You」
を⽰しています。 改訂２版となった「さんきゅうパパ準備BOOK」

※「さんきゅうパパ」は産後に休みを取り、
家事・育児を⾏うパパのことをいい、

「さんきゅう」は「産休」と「Thank You」
を⽰しています。 改訂２版となった「さんきゅうパパ準備BOOK」改訂２版となった「さんきゅうパパ準備BOOK」

資料：内閣府資料
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業務分担の見直しを行いつつ、１か月以上の
取得を勧奨する等の取組を行っている（「国
家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・
休業の取得促進に関する方針」（2019年12月
27日女性職員活躍・ワークライフバランス
推進協議会決定））。直近の調査結果（2020
年４月から６月までに子が生まれた男性職員
に係る子の出生後１年以内の取得状況等につ
いての調査結果）によれば、対象職員の
99.0％が育児に伴う休暇・休業を取得し、取
得者の88.8％が１か月以上の休暇・休業を取
得しているなど、取組は着実に浸透している
ところ、引き続き男性の育児参画を促進する
ための環境整備を進めている。

男性の家事・育児に関する啓発普及、意識改
革

学校教育においては、男女相互の理解と協
力、男女が社会の対等な構成員であること、
男女が協力して、家族の一員としての役割を
果たし家庭を築くことの重要性などについ
て、中学校の特別活動や高等学校の公民科、
家庭科など関係する教科等を中心に学校教育
全体を通じて指導が行われている。

家庭や地域における取組としては、男女が
協力して家事・育児を実施する大切さについ
て保護者が理解を深められるよう、地域の多

様な人材を活用した家庭教育支援チーム等が
地域の実情に応じて行う家庭教育支援に関す
る取組（男性の育児をテーマにした講座や企
業等へ出向いて行う講座の実施などを含む）
を推進するため、当該取組に対する補助事業

（地域における家庭教育支援基盤構築事業）
等を実施している。

また、2021年度に、「仕事と子育て等の両
立を阻害する慣行等調査」を実施し、仕事と
子育て等の両立を阻害したり、父親の育児参
画を阻んだりする身近な慣行等について、事
例の収集を行ったほか、メールマガジン「『カ
エル！ジャパン』通信」を月２回配信し、男
性の家事・育児への参画を促進する企業の好
事例の提供や地方公共団体のイベント案内等
を行っている。

男性が育児をより積極的に楽しみ、かつ、
育児休業を取得しやすい社会の実現を目指す

「イクメンプロジェクト」の一環として、参
加型の公式サイト１の運営や男性の育児休業
取得に関する情報を記載したハンドブックの
配布等により「イクメン」を広めている。さ
らに、企業・労働者向け動画の公開を行うこ
とで、企業において男性の仕事と育児の両立
支援の取組が進むよう、好事例の普及を図っ
ている。

１　https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
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