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注目される従業員の能力開発について

6 月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針」
（骨太の方針 2022）では、
「人への投資と分配」を新しい資
本主義に向けた重点投資分野の一つに挙げており、そのなかで企業におけるリカレント教育（学校教育から離れたのち、
仕事で求められる能力を磨き続ける社会人の学び直し）による人材育成の強化等の取り組みについて触れています。本稿
では、能力開発の効果を行政資料で確認しつつ、リカレント教育への厚生労働省の取り組みについてご案内いたします。

１．能力開発の効果

した企業について、ポジティブな結果が出ているとの

中小企業庁が公表した「中小企業白書2022」のな

データが掲載されています。

かで、直面する経営課題のうち重視する経営課題につ

次の図は、計画的なOJT研修およびOFF-JT研修の

いて、
「人材」を重要と認識している割合が8割超と最

実施状況別に、売上高増加率について見たものです。

も高く、経営者の「人材」に対する関心が高いことが

いずれも研修を実施している企業は売上高増加率が最

表れています。

も高く、いずれも実施していない企業では最も低いこ

そして、同白書の中では、積極的に能力開発を実施

とが分かります。

また、次の図は能力開発に対する積極性別に、従業

が従業員の能力開発に積極的な企業は、従業員の仕事

員の仕事に対する意欲について見たものです。経営者
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に対する意欲も高い傾向にあることが分かります。

※両図共に「中小企業白書 2022」内、
『(株)帝国データバンク「中小企業の経営力および組織に関する調査」』より

２．厚生労働省のリカレント教育への取り組み

企業内のキャリアコンサルティング（セルフ・キャリ

リカレント教育については、厚生労働省、経済産業

アドック）：企業内のキャリアコンサルティングの導

省、文部科学省等が支援の取り組みを行っています。

入に向けて、無料でキャリアコンサルタントによる試

次に厚生労働省の事業主向け施策をご紹介します。

行的なキャリアコンサルティングや相談支援を受ける
ことができます。

人材開発支援助成金：事業主が従業員に対して職務に

関連した訓練を実施した場合や、新たに教育訓練休暇
制度を導入して、教育訓練休暇を与えた場合に、訓練
経費や制度導入経費等の助成が受けられます。

３．さいごに
「人材は重要」というデータがありながら、今後更
なる労働市場の縮小により、人材の確保・定着は難し
くなっていきます。その点、リカレント教育の実施

生産性向上支援訓練：専門的な知見とノウハウを有す

は、様々な波及効果により人材の確保・定着に資する

る民間機関等に委託し、事業主のニーズに応じて、講

ことになりそうです。

義だけでなくグループワークなど効果的な演習を取り
入れて実施する訓練を提供しています。

2. 両立支援

厚生労働省ほか各行政機関の支援も活用しながら、
自社に取り入れてみてはいかがでしょうか。

男性の育児休業取得に関する各種制度のご案内

育児・介護休業法の改正により、今年の 10 月から、育児休業の 2 回までの分割取得と、産後パパ育休（出生時育児休
業）の制度が施行されます。そこで本稿では、法改正に伴い変更される育児休業期間中の保険料免除制度などを概説し、
併せて活用が期待される両立支援等助成金について、ご案内します。
１．育児休業期間中の保険料免除制度など
社会保険・雇用保険の変更について、以下に記載し

ます（下線部が令和4年10月1日施行）
。

①その月の末日が育児休業期間中である場合
②・①に加えて、同一月内で育児休業を取得（開始・終
了）し、その日数が 14 日以上の場合、新たに保険料

社会保険料の免除【社会保険】

免除の対象とし、

次の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間（出生

・ただし、賞与に係る保険料については連続して１か

時育児休業を含む）における各月の月給・賞与に係る社

月を超える育児休業を取得した場合に限り免除す

会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに

ることとなります。

免除されます。
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育児休業給付金【雇用保険】

男性労働者が育児休業を取得した場合（第1種）

育児休業（出生時育児休業を含む）を取得し、受給資格

・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置
を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見
直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業
務体制の整備をしていること。
・男性労働者が、子の出生後 8 週間以内に開始する
連続 5 日以上の育児休業を取得すること。

を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金の 67%
（180 日経過後は 50%）の育児休業給付金を受けるこ
とができます。
育児休業の分割取得について
・1 歳未満の子について、原則 2 回の育児休業まで、育
児休業給付金を受けられるようになります。

男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合
（第2種）

・3 回目以降の育児休業については、原則給付金を受け
られませんが、一定の例外事由に該当する場合は、こ

・第 1 種の助成を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置
を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見
直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務
体制の整備をしていること。
・男性労働者の育児休業取得率が、第１種の支給を
受けてから３事業年度以内に３０％以上上昇して
いること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第 1 種の申請
に係る者の他に 2 名以上いること。

の回数制限から除外されます。
・また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で
育児休業を取得する場合(延長交代)は、1 歳～1 歳 6
か月と 1 歳 6 か月～2 歳の各期間において夫婦それぞ
れ 1 回に限り育児休業給付金が受けられます。
産後パパ育休（出生時育児休業）
子の出生後 8 週間以内に 4 週間まで取得することができ
る産後パパ育休制度が創設され、産後パパ育休を取得し
た場合に、出生時育児休業給付金が受けられます
①出生時育児休業期間中の就業日数が一定の水準以内で
あること。

３．さいごに

②また、出生時育児休業期間中に就業して得た賃金額と
出生時育児休業給付金の合計が、休業前賃金日額×休

大手ハウスメーカーが実施した調査によれば、就職

業日数の 80％を超える場合は、当該超える額が出生時

活動中の20代男性の過半数が、男性の育児休業制度や

育児休業給付金から減額されます。

取り組みの有無は「就職活動に影響する」と回答して
いるようです。このことからも男性の育児休業推進
は、企業イメージの向上や人材確保にも寄与するもの

２．両立支援等助成金(子育てパパ支援助成金)の概要
本助成金は、男性労働者が育児休業を取得しやすい

法改正への対応を契機として、保険料の免除制度等

雇用環境整備や業務体制整備を行い、実際に育児休業

や助成金を活用しながら、男性従業員が積極的に育児

を取得した場合に支給されます。主な要件は以下の通

休業を取得できるような環境整備・風土醸成に取り組

りです。

んでみてはいかがでしょうか。

Q&A

記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、２ページ目の「男性の育児休業取得に関する各種制度
のご案内」に関連する豆知識をお伝えします。

Q．
A．
育
休
取
得
有

と期待されています。

男性に育児休暇・休業を取得させるメリットを教えてください。
以下の調査結果の通り「会社への帰属意識が高まった」
「会社に仕事で応えたいと思
うようになった」など従業員エンゲージメントを高める効果が期待できます。
会社への帰属意識が高まった

会社に仕事で応えたいと思うようになった

育休のみ

7.0％

11.6％

育休＋有休のみ

15.4％

13.5％

育休＋配偶者出産休暇＋他

18.5％

20.0％

有休のみ

3.4％

5.3％

有休＋配偶者出産休暇＋他

2.6％

5.3％

配偶者出産休暇のみ

5.2％

5.2％

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」
（平成29年度）
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3. 提

供

『経営に役立つビジネリポート』を無料でご提供いたします！

弊所がお届けする“ビジネスリポート”は、経営に役立つ情報が満載です！
ビジネスにおける経営戦略、企画・営業、広報、人事管理などのマネジメントに
関連する情報から、法改正やデジタル化の進展といったビジネストレンドに関する
情報まで、多岐にわたる内容を取り揃えております。
以下のリポートの中からご興味のあるテーマがございましたら、弊所あてに
お気軽にご連絡ください。ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたします！

今月のおすすめビジネスリポート
リポート番号
＃35116

タイトル

内容

【管理会計】

・質問：今、会社にいくら資金が必要か分かりますか？

利益も大事ですが、

（全 5 ページ）

・運転資金を計算し、追加資金が必要かどうか判断する

資金繰りも確認をしていますか？

・より詳細な分析のために必要な「回転期間」による分析
・なぜ、財務デューディリジェンスが必要なのか

＃35130

【中小企業のための M＆A】

（全 8 ページ）

・財務 DD の進め方

財務デューディリジェンスの調査ポイント

・財務 DD で調査されること
・財務 DD で注意すべきこと

＃60325

・禁断の SNS 調査などは是か非か？

のぞきたいけど、のぞいちゃいけない？

（全 5 ページ）

採用活動で応募者の SNS 調査などを行う可否

・SNS 調査などがグレーといわれるたくさんの根拠
・SNS 調査などがはらむリスク
・冬の風物詩の「焼き芋」が常夏の東南アジアで人気？

＃70095

なぜ、「焼き芋」が東南アジアでバカ売れするのか？ ・日本の焼き芋はこうして東南アジアに

（全 9 ページ） 農林水産物の輸出 1 兆円を支える“売り方”の新発想

受け入れられていった
・参考：農林水産物・食品の輸出に関するデータ

＃98049

・激動の世界情勢が日本経済を直撃する

【カンタン経済講座】

（全 7 ページ）

・国際紛争は不景気や世界経済のインフレを招く

国際紛争・環境対応・感染症
世界情勢が日本経済に影響するメカニズム

お気軽にご用命ください

・エンデミック期の日本経済の相対的な回復の遅れ

TEL ＞＞＞ 022-343-7527
FAX ＞＞＞ 022-343-7528

貴社名
所在地

・環境問題への対応が産業構造の地殻変動を起こす

ご担当者様

部署・所属

〒

E-mail

Tel

ご希望のリポート番号
※ご記入いただきました個人情報は、ビジネスリポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利用いたしません。

お困りのことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。
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