
本日はご参加ありがとうございます。

※開始まで、しばらくお待ちください。
※ご参加者名は当社で変更いたします。
※ビデオ停止・ミュートの状態でご参加ください。

⇒左下をクリックしてください
※ご質問等はセミナー終了後に担当者にメール・
電話でお問合せください。

社会保険労務士法人ジンザイ



令和4年
法改正対応総まとめセミナー

令和４年３月１８日（金）
社会保険労務士法人ジンザイ

実務面からみた
重要ポイントをしっかり確認︕

採用にプラス効果︕
定着率ＵＰ︕



令和4年 法改正一覧
1月 健康保険（傷病手当金・任意継続など）
3月 健康保険・介護保険（料率改定）
4月 パワハラ関連（中小企業対象）

育児・介護休業法（対象拡大）
厚生年金（在職老齢年金・受給時期変更など）
女性活躍推進法(事業主行動計画の策定等）
雇用保険（料率改定）※一部10月

5月 確定拠出年金（加入上限年齢引き上げ）
10月 育児・介護休業法（産後パパ育休・育休分割取得）

社会保険（適用事業所拡大など）



１．健康保険法
（１）傷病手当金の支給期間が通算化

支給を始めた日から通算して１年６ヵ月に
変わります。
（従来は支給を始めた日から起算して
１年６ヵ月でした）

傷病手当金︓
病気やけがのために会社を休み、報酬が受けられない場合に支給されます。
支給される金額は給与のおよそ３分の２です。



従来は途中で回復して出勤した場合、その期間も1年6ヵ月に含まれていたため、
実際に支給できる期間は1年6ヵ月よりも短くなっていました。



１．健康保険法
（２）任意継続の資格喪失
希望により、被保険者期間（２年）の途中で
の脱退が可能になりました。

従来認められていた資格喪失理由
・期間満了・保険料未納
・就職（社会保険加入）・75歳到達・死亡
任意継続︓
退職後も継続して会社の健康保険に加入すること。国民健康保険料は前年所得に応じて決まる
ため、退職直後は任意継続の保険料のほうが低くなることがある一方、２年目以降は所得が下
がるため国民健康保険に切り替えた方が有利な場合があります。



２．パワーハラスメント防止措置
〜中小企業への義務化〜

厚生労働省
「個別労働紛争解決制度の施行状況」
令和3年7月

民事上の個別労働紛争・
主な相談内容別の件数推移（10年間）

ＳＴＯＰ︕︕
パワハラ退職



職場における
パワーハラスメントの定義
 職場で行われる、➀〜③の要素全てを満たす行為をいいます。
 ①優越的な関係を背景とした言動
 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
 ③労働者の就業環境が害されるもの

 ※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な
業務指示や指導は該当しません。

厚生労働省・あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/


代表的な6つの類型

④過大な要求 ⑤過小な要求 ⑥個の侵害

①身体的な攻撃 ②精神的な攻撃 ③人間関係からの切り離し



事業主の方針等の明確
化および周知・啓発

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化
し、労働者に周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規
定し、労働者に周知・啓発すること

相談に応じ、適切に対
応するために必要な体
制の整備

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

職場におけるパワハラ
に関する事後の迅速か
つ適切な対応

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること（事実確認ができなかった場合も含む）

併せて講ずべき措置 ⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨
労働者に周知すること

⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること

※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益
な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

会社が必ず講ずる措置とは︖



１．パワハラ防止に向けた方針の作成
２．研修などを通じた周知・啓発
３．就業規則改訂
４．相談窓口の設置
５．その他

パワハラ防止法への対応

厚生労働省・あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/


３．育児・介護休業法
改正の背景①

改正の趣旨
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに
仕事と育児等を両立できるようにするため、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の措置を講ずる。

厚生労働省「育児介護休業法及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要」より抜粋

男性の育児休業取得促進が主な目的



３．育児・介護休業法
改正の背景②

男性の育児休業取得を推進する背景
１．離職防止
女性の離職理由として、結婚・妊娠・出産が多くを占める
夫が家事・育児に協力している家庭ほど、妻の離職率が低い

２．出生率
夫が家事・育児に協力している家庭ほど、第２子の出生率が高い

３．産後うつ対策
１０人に１人は産後うつ病に罹患する可能性がある
産後うつ対策として夫のサポートは欠かせない

４．制度整備
令和２年度の育児休業取得率は女性８１．６％に対して、男性１２．６５％（初めて男性が２桁到達︕）
男性の育休を取らない（取れない）理由第１位「収入を減らしたくない」第２位「取得しづらい雰囲気」

夫が育児休業を
取ることで
妻への効果が期待
できる

国際的にみても、夫の家事・
育児時間は低水準



育児・介護休業法の改正
（１）有期雇用労働者の育児・介護休業取得

要件の緩和

（育児休業の場合）
(1) 引き続き雇用された期間が１年以上
(2) 子が１歳６ヵ月までの間に契約が満
了することが明らかでない

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い
（引き続き雇用された期間が１年未満の
労働者は労使協定の締結により除外可）
※※育児休業給付についても同様に緩和

実務上のポイント
（2）の「子が１歳６ヵ月までの間に契約満了することが明らかでない」については改正前から変更ありません
が、判断のポイントは次の通りです。

・育児休業の申し出があった時点で労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断されます。
・事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合については、原則として、「労働契約の更新がないこと
が確実」とは判断されません。「更新する場合がある」といった記載の場合は、更新がないことが確実とは
なりません。更新するのかしないのか、明確に記載しておきましょう。



育児・介護休業法の改正
（２）産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
（３）育児休業の分割取得

産後パパ育休（R4.10〜） 育休制度（R4.10〜） 育休制度（現行）
対象期間
取得可能日数

子の出生後8週間以内に4週間
まで取得可能

子が1歳（最長2歳）まで 子が1歳（最長2歳）まで

申出期限 休業の2週間前まで 1カ月前まで 1カ月前まで
分割取得 分割して2回取得可能（初めに

まとめて申し出ること）
分割して2回取得可能
（取得の際にそれぞれ申
出）

原則分割不可

休業中の就業 労使協定を締結している場合
に限り、労働者が合意した範
囲で就業可能

原則就業不可 原則就業不可

1歳以降の延長 育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半
の時点に限定

1歳以降の再取得 特別な事情がある場合に
限り再取得可能

再取得不可



パパの育児休業（産後パパ育休・分割取得）



育児休業分割取得の具体例①

① ② ③ ④



育児休業分割取得の具体例②

① ② ③ ④



育児・介護休業法改正への対応
参考︓「育児休業をとって積極的に子育てしたい」の割合推移

マイナビ2023年卒大学生のライフスタイル調査

社員の人生を
大切にする会社

優れた人財の
集まる会社



両立支援等助成金（令和4年度）
育児休業等支援コース

1.育休取得時・職場復帰時

2.業務代替支援※有期雇用労働者加算あり

3.職場復帰後支援

出生時両立支援コース
（子育てパパ支援助成金）

支給額

1種︓男性の育児休業取得
※連続して5日以上

20万円（1事業主1回限り）
※代替要員加算 20万円
（代替要員3人以上 45万円）

2種︓育児休業取得率の上昇
※育休取得率30％以上アップ
※1種の申請者以外に2名以上の
育児休業取得が条件

1種申請後の
1年以内に達成 60万円
2年以内に達成 40万円
3年以内に達成 20万円

支給額
A 休業取得時 28.5万円
B 職場復帰時 28.5万円

支給額
新規雇用 47.5万円
手当支給等 10万円

支給額
制度導入時 28.5万円
制度利用時 A 子の看護休暇制度1,000円×時間

B 保育サービス費用補助制度 実費の2/3



育児・介護休業法改正への対応

１．育児・介護休業規程の改訂

２．法改正および社会保険給付について
従業員への周知

３．従業員の多能工化
★多能工化のメリット
育児休業に限らず、誰かが休んだ時に
他の誰かが代わりに進めることで
業務がスムーズに進行します。

情報やマニュアルの共有化
を進めておきましょう



４．年金法の改正

改正の趣旨
より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長
期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対す
る被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受
給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し
等の措置を講ずる。
厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」より抜粋

たくさんの加入者に長く働いてもらうことを目指す



（１）在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金とは︖
・受給している老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に
応じて年金額が支給停止となる制度

基本月額

基本月額

基本月額

基本月額

基本月額

総報酬月額

総報酬月額

総報酬月額

総報酬月額

総報酬月額



基準額を２８万円から４７万円に引き上げ
（60歳〜64歳対象）

【総報酬月額】
毎月の賃金（標準報酬
月額）と年間賞与の合
計を12で割った額

【基本月額】
年金の年額を12で割っ
た額

2つの合計が基準額を
超えると年金が減額さ
れる

（１）在職老齢年金制度の見直し

28万円＋16万円ー（44万円ー28万円）＝36万円
2

超過16万円総報酬月額28万円
基本月額16万円



【改定前】
資格喪失時（退職・70歳到達）
にまとめて改定

【改定後】
65歳以上は在職中でも毎年1回
10月に改定

（２）在職中の年金受給の見直し
在職時改定の導入



（繰下げ受給の上限年齢70歳から75歳に引上げ）
・年金の受け取りは65歳から（基本）
・65歳より早く受給（繰上げ受給）→年金減額（1月あたり▲0.4％、最大▲24％）
・65歳より後に受給（繰下げ受給）→年金増額（1月あたり＋0.7％、最大＋84％）

（３）年金受給開始時期の選択肢拡大



脱退一時金の支給上限が
３年から ５年 に改正されました。
※年金への加入歴が５年以上の場合、長期間保険料を納め続けたと
しても脱退一時金として受け取れる金額は変わりません。

脱退一時金とは︖
日本の国籍を持たない外国人労働者が、老齢年金の受給資格期間である10年を満たさ
ずに帰国する時に、すでに納めている年金保険料の一部を返金してもらえる制度です。
対象となる外国人労働者が、日本に住所を保有しなくなった日から2年以内に請求をす
ることで支給を受けることができます。

（４）脱退一時金制度（年金）の見直し



（５）確定拠出年金の改正
確定拠出年金とは︖

・加入者ごとに拠出された掛金を
加入者自らが運用し、その運用結果に
基づいて給付額が決定される年金制度

・企業型（企業型DC）と個人型（iDeCo）
がある

自分で運用
するのね企業型と個人型の違

いって何だろう︖



（５）確定拠出年金の改正
確定拠出年金のメリット



（５）確定拠出年金の改正

参照：確定拠出年金制度｜厚生労働省 参照：確定拠出年金統計資料｜イデコ公式サイト

公務員と専業主婦（夫）
の加入が可能に

個人型確定拠出年金
の加入者数推移

企業型確定拠出年金
の加入者数推移



（５）確定拠出年金の改正
企業型︓会社に制度がなければ加入できない
個人型︓誰でも希望すれば加入できる

うちの会社にも
あったらいい
なぁ・・・



1.企業型確定拠出年金（企業型DC）
65歳→70歳
※厚生年金の被保険者であること

2.個人型確定拠出年金（iDeCo）
60歳→65歳
※国民年金の被保険者であること

（５）―１ 加入年齢引上げ



企業型(企業型DC)・個人型(iDeCo)確定拠出年金
上限年齢70歳→75歳に引き上げ

（５）－２受給開始時期の選択肢拡大



（５）－３ 企業型と個人型の併用

企業型ＤＣと個人型（ｉＤｅＣｏ）を併用するための条件
・労使合意に基づく規約の定め
・企業型の掛金合計を月額５．５万円から３．５万円に引き下げること

規約がなくてもＯＫ
企業型ＤＣと個人型（ｉＤｅＣｏ）の
掛金合計を５．５万円以下とする

企業型に加入している方が個人型
に加入する場合

企業型の掛金 ５５，０００円以内
個人型の掛金 ２０，０００円以内
合計 ５５，０００円以内



介護保険料率 １．８０％→ １．６４％
健康保険料率
（神奈川） ９．９９％→ ９．８５％
（東京） ９．８４％→ ９．８１％

（１）社会保険 保険料率の改定
６．その他法改正



一般事業主行動計画の
策定/届出/情報公表義務化
※従業員数101人以上の企業に対して
（これまでは301人以上の企業で義務化）

（２）女性活躍推進法

女性活躍推進法とは︖

「働きたい女性が個性と能力を
十分に発揮できる社会」の実現
を目的としています。



（２）女性活躍推進法

会社ごとに行動計画の
内容は異なります。
自社の課題を把握、
分析することから
始めましょう。



短時間労働者への適用拡大
１．企業規模 従業員数100人超の企業
２．労働時間 週20時間以上
３．賃金 月8.8万円以上
４．勤務期間 2ヵ月を超えて使用される

ことが見込まれる者
５．学生ではない者

（３）社会保険 対象者の拡大

令和6年10月
からは50人超
の企業まで拡大



雇用保険財政が危機的状況…

（４）雇用保険 保険料率の改定（予定）



まとめ 令和４年 法改正一覧
1月 健康保険（傷病手当金・任意継続など）
3月 健康保険・介護保険（料率改定）
4月 パワハラ関連（中小企業対象）

育児・介護休業法（対象拡大）
厚生年金（在職老齢年金・受給時期変更など）
女性活躍推進法(事業主行動計画の策定等）
雇用保険（料率改定）※一部10月

5月 確定拠出年金（加入上限年齢引き上げ）
10月 育児・介護休業法（産後パパ育休・育休分割取得）

社会保険（適用事業所拡大など）



法改正に関して当社が提供するサービス
報酬額（税別）

１．就業規則の改訂 ・・・50,000円〜
（１）パワーハラスメント規定
（２）育児・介護休業規程

２．育児休業法改正に伴う社会保険手続き・・・個別見積り
３．企業型・確定拠出年金導入ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ・・・100,000円〜
４．育児休業助成金の申請手続き ・・・受給額の20％〜
５．法改正に関する社員説明会の開催 ・・・50,000円〜



ご清聴ありがとうございました


