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法律第十七号
雇用保険法等の一部を改正する法律
︵雇用保険法の一部改正︶
第一条 雇用保険法︵昭和四十九年法律第百十六号︶の一部を次のように改正する︒
第三十七条の四第二項中﹁掲げる﹂を﹁定める﹂に︑﹁額︒﹂を﹁額﹂に改める︒

平成  年  月  日


第六十一条の四第四項中﹁第二号﹂﹂を﹁第二号に掲げる額﹂﹂に改め︑﹁第二号ハ﹂の下に﹁に定め
る額﹂を加える︒
第六十一条の六第四項中﹁第二号﹂﹂を﹁第二号に掲げる額﹂﹂に︑﹁第二号ハ﹂を﹁第二号ロに定め
る額﹂に改める︒
第六十二条第一項中第五号を第六号とし︑第四号を第五号とし︑第三号の次に次の一号を加える︒
四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の同意を得た同項に規定する地域
高年齢者就業機会確保計画︵同条第四項の規定による変更の同意があつたときは︑その変更後
のもの︒次条第一項第七号において﹁同意地域高年齢者就業機会確保計画﹂という︒︶に係る同
法第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと︒
第六十三条第一項中第七号を第八号とし︑第六号の次に次の一号を加える︒
七 同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四
条第二項第三号に規定する事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと︒
附則第十二条の次に次の一条を加える︒
︵介護休業給付金に関する暫定措置︶
第十二条の二 第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条第四項の規
定の適用については︑当分の間︑同項中﹁百分の四十﹂とあるのは︑﹁百分の六十七﹂とする︒
第二条 雇用保険法の一部を次のように改正する︒
目次中﹁高年齢継続被保険者の求職者給付﹂を﹁高年齢被保険者の求職者給付﹂に改める︒
第六条中第一号を削り︑第二号を第一号とし︑第三号を第二号とし︑第四号を第三号とし︑同条
第五号中﹁前各号﹂を﹁前三号﹂に改め︑同号を同条第四号とし︑同条中第六号を第五号とし︑第
七号を第六号とする︒
第十条第三項中﹁高年齢継続被保険者﹂を﹁高年齢被保険者﹂に改め︑同条第四項第三号を次の
ように改める︒
三 求職活動支援費
第三章第二節の二の節名を次のように改める︒
第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付
第三十七条の二の見出しを﹁︵高年齢被保険者︶﹂に改め︑同条第一項中﹁被保険者であつて︑同一
の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日にお
いて雇用されているもの﹂を﹁六十五歳以上の被保険者﹂に︑﹁高年齢継続被保険者﹂を﹁高年齢被
保険者﹂に改め︑同条第二項中﹁高年齢継続被保険者﹂を﹁高年齢被保険者﹂に改める︒
第三十七条の三第一項中﹁高年齢継続被保険者﹂を﹁高年齢被保険者﹂に改め︑同条第二項中﹁次
条第四項﹂を﹁次条第五項﹂に改め︑﹁新たに﹂の下に﹁高年齢受給資格又は﹂を加える︒
第三十七条の四第一項中﹁︵第四項﹂を﹁︵第五項﹂に改め︑同条第三項後段を削り︑同条第五項中
﹁第三十四条第一項﹂の下に﹁から第三項まで﹂を加え︑﹁第三十七条の四第四項﹂を﹁第三十七条
の四第五項﹂に︑﹁第三十七条の四第五項﹂を﹁第三十七条の四第六項﹂に改め︑同項を同条第六項
とし︑同条中第四項を第五項とし︑第三項の次に次の一項を加える︒
４ 前項に規定する場合における第二十二条第三項の規定の適用については︑同項第二号中﹁又は
特例一時金﹂とあるのは﹁︑高年齢求職者給付金又は特例一時金﹂と︑﹁又は第三十九条第二項﹂
とあるのは﹁︑第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項﹂とする︒
第四十三条第四項中﹁第四号﹂を﹁第三号﹂に改める︒
第五十六条の三第一項第二号中﹁限る︒︶﹂の下に﹁︑高年齢受給資格者︵高年齢求職者給付金の
支給を受けた者であつて︑当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過して
いないものを含む︒以下この節において同じ︒︶﹂を加え︑﹁含む︒以下同じ﹂を﹁含む︒以下この節
において同じ﹂に改め︑同条第二項中﹁受給資格者︑﹂の下に﹁高年齢受給資格者︑﹂を加え︑﹁前項第
一号イ﹂を﹁同項第一号イ﹂に改め︑同条第三項第二号中﹁十分の五﹂を﹁十分の六﹂に改め︑﹁あ

第十章の章名を次のように改める︒
第十章 対象労働者等に対する国等による援助
第十章第一節の節名及び同章第二節の節名を削る︒
第三十六条から第五十二条までを次のように改める︒
第三十六条から第五十二条まで 削除
第五十七条中﹁︑第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項﹂を﹁並びに第二十三条﹂
に改める︒
第六十条第一項中﹁︑第十章第二節﹂を削り︑﹁第六十七条﹂を﹁第六十五条﹂に改め︑同条第二
項中﹁︑﹁︑第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項﹂とあるのは﹁並びに第二十三条﹂
と﹂を削る︒
第六十一条第一項中﹁︑第六十三条︑第六十五条及び第六十八条﹂を﹁から第六十四条まで及び
第六十六条﹂に改める︒
第六十四条を削る︒
第六十五条を第六十四条とする︒
第六十六条中﹁第六十二条から前条まで﹂を﹁前三条﹂に改め︑同条を第六十五条とする︒
第六十七条を削る︒
第六十八条を第六十六条とする︒
第八条 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を次のよう
に改正する︒
目次中﹁・第十六条の九﹂を﹁慺第十六条の十﹂に改める︒
第二条第一号中﹁その子﹂の下に﹁︵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︒︶﹂
を加える︒
第五条第一項第二号中﹁一歳に達する日︵以下﹁一歳到達日﹂という︒︶を超えて引き続き雇用さ
れることが見込まれる者︵当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に︑その労働契約の
期間が満了し︑かつ︑当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く︒︶﹂を﹁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
することが明らかでない者﹂に改め︑同条第三項ただし書中﹁が当該子の一歳到達日﹂を﹁が当該
子が一歳に達する日︵以下﹁一歳到達日﹂という︒︶﹂に改める︒
第九条の二第一項中﹁同条第三項各号列記以外の部分中﹁一歳到達日﹂を﹁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︒︶﹂に︑﹁﹁一歳到達日︵当該配偶者﹂を﹁﹁一歳に達
する日︵以下﹁一歳到達日﹂という︒︶︵当該配偶者﹂に改める︒
第十一条第一項第二号中﹁︵以下この号において﹁九十三日経過日﹂という︒︶を超えて引き続き雇
用されることが見込まれる者︵九十三日経過日から一年を経過する日までの間に︑その労働契約の
期間が満了し︑かつ︑当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く︒︶﹂を﹁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﹂に改め︑同条第二項各号を次のように改める︒
一 当該対象家族について三回の介護休業をした場合
二 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
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第十四条第一項中﹁︑次条第一項及び第二十三条第三項﹂を﹁及び次条第一項﹂に改め︑同条第
二項中﹁撤回がなされた場合において︑当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出について
は︑当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き﹂を﹁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﹂に改める︒
第十五条第一項中﹁介護休業等日数﹂を﹁介護休業日数﹂に改める︒
第十六条の二中第三項を第四項とし︑同条第二項中﹁前項﹂を﹁第一項﹂に改め︑﹁日﹂の下に﹁︵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子の看護休暇の開始及び終了の日時︶﹂
を加え︑同項を同条第三項とし︑同条第一項の次に次の一項を加える︒
２ 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︒
第十六条の三第二項中﹁六月﹂と﹂の下に﹁︑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﹂を加え
る︒
第十六条の五中第三項を第四項とし︑同条第二項中﹁前項﹂を﹁第一項﹂に改め︑﹁日﹂の下に﹁︵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︶﹂を加
え︑同項を同条第三項とし︑同条第一項の次に次の一項を加える︒
２ 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︑厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することがで
きる︒
第十六条の六第二項中﹁六月﹂と﹂の下に﹁︑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﹂を加える︒
第十六条の八第二項中﹁第十七条第二項前段﹂の下に﹁︵第十八条第一項において準用する場合を
含む︒︶﹂を加える︒
第十六条の九中﹁前条第一項﹂を﹁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︒︶﹂に︑﹁同項﹂を﹁第十六条の八第一項﹂に改め︑第六章中同条を第
十六条の十とし︑第十六条の八の次に次の一条を加える︒
第十六条の九 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︒
２ 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︒
第十七条第二項中﹁第十六条の八第二項前段﹂の下に﹁︵第十六条の九第一項において準用する場
合を含む︒︶﹂を加える︒
第二十三条第一項中﹁以下﹂の下に﹁この条及び第二十四条第一項第三号において﹂を加え︑﹁所
定労働時間の短縮措置﹂を﹁育児のための所定労働時間の短縮措置﹂に改め︑同条第二項中﹁所定
労働時間の短縮措置﹂を﹁育児のための所定労働時間の短縮措置﹂に改め︑同条第三項中﹁介護す
る労働者﹂の下に﹁であって介護休業をしていないもの﹂を加え︑﹁連続する九十三日﹂を﹁連続す
る三年﹂に改め︑﹁︵当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間におけ
る介護休業等日数が一以上である場合にあっては︑九十三日から当該介護休業等日数を差し引いた
日数の期間とし︑当該労働者が当該対象家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある

場合にあっては︑当該連続する期間は︑当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の
介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する期間のうち当該労働者が介護
休業をしない期間とする︒︶﹂を削り︑﹁措置﹂の下に﹁︵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︒︶﹂を加え︑同項に次のただし書を加える︒
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︒
一 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
二 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働者として厚生労働省令で定めるもの
第二十三条に次の一項を加える︒
４ 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︒
第二十四条第一項第三号中﹁第六章﹂を﹁第十六条の八﹂に︑﹁所定労働時間の短縮措置﹂を﹁育
児のための所定労働時間の短縮措置﹂に改め︑同条第二項中﹁第二十三条第三項に定める措置﹂を
﹁介護のための所定労働時間の短縮等の措置﹂に改める︒
第二十五条を次のように改める︒
︵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 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︒
第五十二条の三中﹁前条﹂を﹁第二十五条に定める事項及び前条﹂に改める︒
第五十六条の二中﹁︑第十六条の九﹂を﹁︵第十六条の九第一項において準用する場合を含む︒︶︑
第十六条の十﹂に︑﹁第二十三条︑﹂を﹁第二十三条第一項から第三項まで︑﹂に改め︑﹁第二十三条の二﹂
の下に﹁︑第二十五条﹂を加える︒
第五十七条中﹁第二条第三号﹂を﹁第二条第一号及び第三号﹂に改め︑﹁︑第十一条第二項第一号
及び第二号ロ﹂を削り︑﹁第十六条の二第一項﹂及び﹁第十六条の五第一項﹂の下に﹁及び第二項﹂
を︑﹁第十六条の八第一項第二号︑第三項及び第四項第一号﹂の下に﹁︵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︒︶﹂を加え︑﹁並びに第二十三条﹂を﹁︑第二十三条第一項から
第三項まで並びに第二十五条﹂に改める︒
第六十条第二項中﹁第二条第三号﹂を﹁第二条第一号及び第三号﹂に︑﹁第十一条第二項第一号及
び第二号ロ並びに第三項﹂を﹁第十一条第三項﹂に︑﹁第十六条の二第一項及び第二項︑第十六条の
五第一項及び第二項﹂を﹁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﹂に︑﹁第二十三条︑﹂を﹁第二十三条第一項から第三項まで︑第二十五条︑﹂に︑﹁第六章﹂を﹁第十
六条の八﹂に︑﹁︑第十六条の九﹂を﹁︵第十六条の九第一項において準用する場合を含む︒︶︑第十六
条の十﹂に改め︑﹁﹁第十六条の五第一項﹂の下に﹁及び第二項﹂を︑﹁第十六条の八第一項第二号︑
第三項及び第四項第一号﹂の下に﹁︵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︒︶﹂を加える︒
附 則
︵施行期日︶
第一条 この法律は︑平成二十九年一月一日から施行する︒ただし︑次の各号に掲げる規定は︑当該
各号に定める日から施行する︒
一 第七条の規定並びに附則第十三条︑第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日


(号外特第  号)

報
官
木曜日
平成  年  月  日

二 第一条中雇用保険法第六十二条第一項及び第六十三条第一項の改正規定︑第三条中労働保険の
保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項︑第五項及び第九項の改正規定並びに第四条の規定
並びに附則第十条︑第十五条︑第二十六条︑第二十八条及び第三十一条の規定 平成二十八年四
月一日
三 第一条中雇用保険法第三十七条の四第二項︑第六十一条の四第四項及び第六十一条の六第四項
の改正規定並びに同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項︑
附則第十九条︑第二十条︑第二十二条並びに第二十三条の規定 平成二十八年八月一日
四 第二条中雇用保険法第六十六条第三項第一号イの改正規定︑第三条中労働保険の保険料の徴収
等に関する法律第十一条の前の見出しを削り︑同条に見出しを付する改正規定︑同条第一項の改
正規定︑同法第十一条の二を削る改正規定︑同法第十二条第一項及び第六項の改正規定︑同法第
十五条の前の見出しを削り︑同条に見出しを付する改正規定︑同法第十五条の二を削る改正規定︑
同法第十六条及び第十八条の改正規定︑同法第十九条の前の見出しを削り︑同条に見出しを付す
る改正規定︑同法第十九条の二を削る改正規定並びに同法第二十二条第三項︑第三十一条及び第
三十二条第一項の改正規定並びに附則第九条の規定 平成三十二年四月一日
︵介護休業給付金に関する経過措置︶
第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法︵以下この項及び次項において﹁第一条改正後雇用
保険法﹂という︒︶第六十一条の六第四項の規定は︑前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に第一
条改正後雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した者︵第三項の規定により第二
条の規定による改正後の雇用保険法︵以下﹁第二条改正後雇用保険法﹂という︒︶第六十一条の六の
規定が適用される者を除く︒︶について適用し︑同日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法︵次
項において﹁第一条改正前雇用保険法﹂という︒︶第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した
者については︑なお従前の例による︒
２ 第一条改正後雇用保険法附則第十二条の二の規定は︑前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に
開始された第一条改正後雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業に係る介護休業給付金に
ついて適用し︑同日前に開始された第一条改正前雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業
に係る介護休業給付金については︑なお従前の例による︒
３ 第二条改正後雇用保険法第六十一条の六の規定は︑この法律の施行の日︵以下﹁施行日﹂という︒︶
以後に同条第一項に規定する介護休業を開始した者について適用し︑施行日前に第二条の規定によ
る改正前の雇用保険法︵以下﹁第二条改正前雇用保険法﹂という︒︶第六十一条の六第一項に規定す
る休業を開始した者については︑なお従前の例による︒
︵高年齢被保険者に関する経過措置︶
第三条 六十五歳に達した日以後に雇用された者であって︑施行日前から引き続いて雇用されている
者︵雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項に規
定する日雇労働被保険者を除く︒︶については︑施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用され
たものとみなして︑第二条改正後雇用保険法の規定を適用する︒
︵就業促進手当に関する経過措置︶
第四条 第二条改正後雇用保険法第五十六条の三の規定は︑施行日以後に同条第一項各号に該当する
者となった者について適用し︑施行日前に第二条改正前雇用保険法第五十六条の三第一項各号に該
当する者となった者に対する就業促進手当の支給については︑なお従前の例による︒
︵移転費に関する経過措置︶
第五条 施行日前に第二条改正前雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と
なった者︵次条において﹁旧高年齢受給資格者﹂という︒︶︵施行日以後に高年齢受給資格者︵第二
条改正後雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者をいう︒次条において同
じ︒︶︑日雇受給資格者︵第二条改正後雇用保険法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給
資格者をいう︒次条において同じ︒︶又は特例受給資格者︵雇用保険法第三十九条第二項に規定する
特例受給資格者をいう︒次条において同じ︒︶となった者を除く︒︶に対する雇用保険法第五十八条の
規定による移転費の支給については︑なお従前の例による︒

