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https://www.kyousaidan.or.jp/
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岡 山 県 建 設 政 治 連 盟
自由民主党岡山県建設業支部 の収支報告について

　政治団体の決算は、政治資金規正法の規定により暦年となっており、決算終了後３ヶ月以内に収支報告

を岡山県選挙管理委員会に提出することが義務付けられております。

　「岡山県建設政治連盟」「自由民主党岡山県建設業支部」両政治団体の令和３年度決算についてさる１月

14日に監査を受け、３月１日に開催された地区代表者会において承認を得ましたので、その概要を掲載

いたします。

○岡山県建設政治連盟

○自由民主党岡山県建設業支部
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岡山県下公共工事の動向〈２月分〉

西日本建設業保証㈱岡山支店
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（建災防だより）
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（建退共だより）

http://okayama-kentaikyo.jp
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https://www.wjcs.net/

（電子保証のご案内）
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（法律相談コーナー）

第141回　男性の育児休業
●相談内容●
　　育児休業の制度が変わると聞きました。どのように変わったのでしょうか。また、どのように対応すれば
　よいのでしょうか。

背景
　厚労省の調査によると、５割弱の女性が出産・育児により離職していま
す。また、男性の家事・育児時間が長くなるほど女性が離職しにくくなり、
第２子以降の出生割合も高くなる傾向にありますが、日本の男性の家事・育
児時間は国際的にみても低水準です。
　少子化・高齢化による縮小スパイラルに立ち向かうためには、出産・育児
による離職を防ぎ、仕事と育児を両立することができる社会を実現しなけれ
ばなりません。そのような観点から、育児・介護休業法が改正されました。
キーワードは、男性の育児休業（あるいは、男性「も」育児休業）です。
改正のポイントと対応
　改正のポイントを簡単に確認しておきましょう。
　①会社は、育児休業を円滑に取得することができるようにするため、必要
な措置を講じなければならないとされました。具体的には、研修の実
施、相談体制の整備、自社の育児休業取得事例の収集・提供、自社の育
児休業制度の周知です。

　②会社は、従業員から妊娠・出産の申し出があった場合、個別に育児休業
制度を周知し、育児休業取得の意向を確認しなければならないとされま
した。育児休業を取得するつもりはないと明言している従業員に対して
も、個別の周知と意向確認をしなければなりません。

　③有期雇用の従業員の育児休業の取得要件が緩和されました。具体的に
は、「引き続き雇用された期間が１年以上」という要件がなくなりま
す。有期雇用の従業員に適用される就業規則に同じ要件を定めている場
合は、就業規則を変更する必要があります。

　④育児休業を２回に分割して取得することができるようになりました。ま
た、育児休業の制度とは別に、出生時育児休業（通称「産後パパ育
休」）の制度が新設されました。これにより、

・産休中：パパが産後パパ育休を取得してママをサポートすることができる
・産休後：ママが長期の育休を取得し、パパが分割の育休を取得してママを

サポートすることもできるし、ママとパパが交代で分割の育休を
取得しながら仕事と育児を両立することもできる

というわけです。この制度は10月１日から施行されますから、それまでに就
業規則を変更する必要があります。
育休元年
　今年は男性の育休元年とも言われています。育児休業を円滑に取得するこ
とができるかという点も、今後は会社の評価として重視されそうです。
　会社としては、従業員の育児休業取得を推奨することと並行して、従業員
が育児休業を取得しても業務が回るようなマネジメントをする必要があると
思います。

〇回　　答〇

弁護士　小林裕彦
（岡山弁護士会所属）

昭和59年一橋大学法学部卒業後労
働省（現厚生労働省）入省。平成元
年司法試験合格。平成４年弁護士
登録。会社顧問業務、企業法務、訴
訟関係業務、行政関係業務、破産
管財人、民事再生監督委員、地方自
治体包括外部監査業務などを主に
取り扱う。
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　令和４年度に実施される技術検定・受験準備講習会等の実施機関と日程は次のとおりです。

　受検・受講を希望される方は参考にしてください。

令和４年度
技術検定・受験準備講習会等の日程について

https://www.jctc.jp/

https://www.fcip-shiken.jp/

https://jcmanet-shiken.jp/

https://www.keiri-kentei.jp/

https://www.keiri-kentei.jp/training/

https://book.kensetu-navi.com/

https://www.ias.or.jp/jyuken/

https://www.octc.or.jp/
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インターネット申込・技術検定の詳細については各機関にお問い合わせ下さい。

令和４年度技術検定  実施日程・願書販売先
（書面受付の場合）
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（建設業福祉共済団からのお知らせ）

URL:https://www.kyousaidan.or.jp/
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（建設業総合補償制度のご案内）
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（岡山県からのお知らせ）

春の交通安全県民運動春の交通安全県民運動

岡山県交通安全対策協議会

『思いやり　ゆとりは無事故へ　つづく道』
令和４年４月６日（水）～４月 15日（金）

【重点目標】

　　　○全国共通の重点目標

　　　　・子どもを始めとする歩行者の安全確保

　　　　・歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上

　　　　・自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

　　　○岡山県の重点目標

　　　　・横断歩行者の保護

　　　　・スピードダウンの励行

　　　〇自主重点目標

　　　　・運転中のスマートフォン等使用禁止の徹底

交通事故死ゼロを目指す日　４月 10日（日）
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4. 2. 9
4. 2.15
4. 2.16
4. 2.22
4. 2.22

全建　総務委員会（ＷＥＢ開催）
全建　理事会（ＷＥＢ開催）
令和４年度岡山県緑化推進協会通常総会
岡山県建築住宅センター㈱取締役会
正副会長会

協　会　日　誌

4. 2. 9
4. 2.25

令和３年度(第18回)岡山県アスベスト対策協議会　　Web会議
建設業労働災害防止協会支部事務局長会議　　　　　Web会議

建 災 防 日 誌

一般社団法人 岡山県建設業協会　　〒700-0827　岡山市北区平和町５番 10号
　TEL（086）225 - 4131　                           　　  URL : http://www.okakenkyo.jp

　FAX（086）225 - 5388　                           　　  E-mail : info@okakenkyo.jp

　　　　

発行

とれたて  おかやま  いただきます！ 地産地消
進めよう！

おかやま


