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わかるガイド

従業員の入社から退社、勤怠管理まで、その時々の必要な労務管理の解説を行います。

昇格や休職などのイベントが発生した時の手続きを学んでみましょう。
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給与計算とは

従業員に給与を支払うといっても、単にお金を渡せばよい

というわけではありません。雇用契約で決められた支給金額から、

各種保険料や税金を控除するといった給与計算が必要になります。
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給与計算とは

給与計算は、企業の就業規則や給与規程、雇用契約で決められた支給金額から、

健康保険（介護保険）や厚生年金保険および雇用保険の保険料を社会保険料として、

所得税および住民税を税金としてそれぞれ控除して、従業員に支払う給与の手取り額を計算することを言います。

就業規則とは会社の労働条件を定めた、いわば会社の「ルールブック」です。就業規則は正社員だけではなく、契約社員、パート・アル

バイトなど、その会社の全従業員に適用されます。給与規程や退職金規程なども就業規則の一部です。常時10人以上の従業員がいる事業

所では、作成時・変更時に労働者の過半数を代表する者、または労働組合（その事業所の従業員の過半数が組合員であることが必要）の

意見を記載した「意見書」と共に、就業規則を労働基準監督署に提出しなければなりません。 

雇用契約書とは従業員個々と結んだ契約書を指します。労働基準法では、一定の労働条件を書面で交付することが定められています。

企業が従業員に対して交付するもので、必ずしも契約書である必要はありませんが、後日トラブルにならないように契約書として従業員

の署名捺印をもらっておくのがよいでしょう。

また、企業と労働者で話し合って決める際に労使協定を結ぶことがあります。労使協定とは、企業（使用者）と従業員（労働者）との間

で結ぶ書面による協定を指し、「36（サブロク）協定」が有名です。労働者の過半数を代表する者、または労働組合（その事業所の従業

員の過半数が組合員であることが必要）が、企業と取り交わす約束ごとを決める際に締結します。

総支給額
控除額

（社会保険料＋税金）
手取り

給与計算とは



※1

©MoneyForward,Inc. 5

給与計算とは

社会保険料や税金など、給与から天引きし、国などに納付

する金額のことです。社会保険料や税金などは給与から天引きする

ことが認められていますが、それ以外の費用を控除する場合には、

労使協定や労働協約を締結している必要があります（賃金控除協

定）。

控除額

● 健康保険の保険料

（40歳以上65歳未満の従業員の場合は、介護保険の保険料も控除）

● 厚生年金保険の保険料

● 雇用保険の保険料

● 所得税

● 住民税

● その他（社員会積立金、財形貯蓄など）

基本給や時間外手当、その他の手当をすべて含んだ金額の

ことです。各手当の定義や金額、計算方法などは就業規則にも記載

する必要があります。

総支給額

● 基本給

● 深夜手当

● 役職手当

● 資格手当

● 時間外手当

● 休日手当

● 通勤手当

● 住宅手当

● 家族手当

● 教育手当

● 単身赴任手当

● その他手当

　　　　　　　　など

（法定内労働、法定外労働）

給与計算を行うためには、さまざまな手当や保険料・税金などの管理が必要になります。
管理すべき要素は、① イベント管理　② 勤怠の管理　③ 支給項目の管理　④ 控除項目の管理
⑤ 支払管理（給与明細書等の帳票の作成・給与振込）の大きく5つに分けられます。
次項目からはこれらについて一つずつ見ていきましょう。
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入社

あなたの会社に新しく従業員が入社した場合、どのような手続きを

行う必要があるのかを解説します。ここで行う手続きは、

給与計算の管理にも大きくかかわってきます。
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入社

あらかじめ就業規則や給与規程・賃金表、求人票などに記載

している内容に基づき、労働条件通知書を作成し、入社日ま

でに従業員に書面で渡します。従業員が希望した場合には、

FAX、電子メール、SNS等による明示も可能です。この場

合、PDFなど印刷や保存のしやすいファイルで通知すること

をおすすめします。明示しなければならない事項は労働基準

法で決まっているため、労働条件について後でトラブルにな

ることを防ぐために、雇用契約書を兼ねるフォーマットを利

用するといいでしょう。

内定から入社日まで期間が空く場合は、内定通知書を渡し

内定承諾書をもらうか、雇用契約を取り交わしておきましょ

う。また、採用時の条件が募集時と異なる場合には、その異

なる内容についても、雇用契約を取り交わす前に採用した従

業員に明示する必要があります。

月給制や時間給制などの給与体系の決定、基本給や固定手当

の決定、時間外手当など変動する諸手当の支給ルールは、　

就業規則や賃金規程に定めておきます。

労働条件通知書　兼　雇用契約書の例

新しく従業員が入社するときは、労働条件通知書を作成します。

労働条件の通知

XX 

XX  XX 

XX 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入社

従業員が入社したら、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入手続きを行います。

基礎年金番号や雇用保険被保険者番号、マイナンバーが必要になりますので、事前に本人に依頼しておき、入社日当日までに提出して

もらいましょう。扶養する配偶者や子どもなどがいる場合は、そのほかにも必要な書類があります。

社会保険の加入手続き

扶養控除申告書

従業員が入社したら、給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（以降「扶養控除申告書」と記します）を提出してもらいましょう。

扶養控除申告書を提出してもらうことで、源泉徴収税額表の甲欄を使うことができるようになります。ダブルワークで扶養控除申告書を

提出できない場合は、甲欄に比べて税額の高い乙欄を使い税額を算出します。扶養控除申告書は税務署に届け出る必要はありませんが、

年末調整にも必要になる保存が義務付けられた書類です。会社でしっかりと保存しておきましょう。

所得税上の手続き
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入社

本人がよくわからない場合は、前職で住民税を給与天引きさ

れていたか、住民税の納付書類が自宅に届いていないか、前

年の課税年収が一定額（東京23区の場合は100万円超）あっ

たかを確認してもらいましょう。住民税の有無や税額は、前

年の所得額によって決定され、毎年6月から新しい住民税が

徴収されます。

住民税には、個人で支払う「普通徴収」と、企業が給与から

天引きし支払う「特別徴収」があります。給与から天引きす

べき住民税がある場合は、前職の会社が作成した「特別徴収

に係る給与所得者異動届出書」を従業員からもらって、必要

事項を記載します。「特別徴収に係る給与所得者異動届出

書」を従業員の居住する市区町村に提出すると、決定後の特

別徴収額の通知がきます。また、従業員の住民税が普通徴収

に切り替わっている場合（異動届出書がない場合）には、

「特別徴収切替届出（依頼）書」を提出します。書式は市区

町村ごとに異なることが多いため、従業員が居住する市区町

村のホームページなどで確認できます。不明点がある場合に

は、従業員の居住する市区町村役場で相談しましょう。

　普通徴収と特別徴収の違いとは？　

住民税の普通徴収とは、給与所得がない自営業者や
年金受給者、給与所得者であっても給与から住民税を
天引きされていない人が、自分で直接住民税を納付す
ることを言います。基本的に年に4回の納付が義務付
けられています。

特 別 徴 収とは、サラリーマンなどで給 与の支 払いを
受けている人が毎月の給与から住民税を天引きされ、
企業が代わりに納付することを言います。

従業員が入社したら、給与から天引きしなければならない住民税があるかどうか、本人に確認を取りましょう。

住民税上の手続き
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入社

● 健康保険、厚生年金保険

　事業所の所在地を管轄する年金事務所または

　広域事務センターへ 入社日から5日以内に提出

● 雇用保険

　事業所の所在地を管轄するハローワークへ

　入社月の翌月10日までに提出

● 住民税（特別徴収）給与所得者異動届出書

　従業員が居住する市区町村役場へ

　入社月の翌月10日までに提出

　マイナンバーの取り扱いに注意　

https://biz.moneyforward.com/mynumber

法定の手続き期限

● 基礎年金番号がわかるもの（年金手帳・基礎年金番号通知書    

     など）

● 雇用保険被保険者番号がわかるもの（雇用保険被保険証、      

     雇用保険受給資格者証など）

● マイナンバーがわかるもの（個人番号カード、番号通知カー     

     ド、マイナンバー記載の住民票など）

● 扶養控除申告書

● 住民税の金額がわかるもの（前職の会社からもらった特別徴  

     収に係る給与所得者異動届出書や特別徴収税額通知書など）

入社時に必要な書類（従業員が準備）

https://biz.moneyforward.com/mynumber
https://biz.moneyforward.com/mynumber
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昇給・昇格・転勤・結婚・
住所変更・子供の出生

従業員に、昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生などの

各種イベントが発生した場合に、どのような手続きを行う必要があるのかを

解説します。

03
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昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

従業員に、ベースアップ（賃金値上げ）や定期昇給、昇格による役職手当の変更があったときは、

下図のような給与辞令を交付しましょう。

ベースアップや定期昇給、昇格の手続き

給与辞令の例

また、社会保険料を計算する際に用いる標準報酬月額を

決定する方法には、主に以下の3つがあります。

❶ 入社時に社会保険の加入手続きをした際に決定される

   「資格取得時決定」

❷ 毎年1回決められた時期に見直しされる「定時決定」

❸ 給与や報酬に大幅な変更が伴うときに改定される

   「随時改定」

XX 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昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

ベースアップや定期昇給、昇格があった場合でも、標準報酬月額が2等級以上増加するような大幅な変動に該当しない場合には、

定時決定で標準報酬の見直しが行われます。しかし、昇格や昇給により固定的賃金が大幅に増加する場合には随時改定（次ページ参照）

を行わなければならないケースに該当する可能性もあるため、4か月後に随時改定を行う人がいないか忘れないように備忘録をつけて

おきましょう。

ベースアップや定期昇給、昇格の手続き

毎年決められた時期に、実際に従業員に支払っている給与や報

酬に合わせて標準報酬月額の見直しをする手続きを定時決定と

言います。具体的には、4月・5月・6月に従業員に実際に支

払った給与や報酬の平均金額を計算し、通常7月1日から7月10

日までの間に算定基礎届を提出することで、標準報酬月額が9

月から変更されます。定時決定の手続きは毎年行い、随時改定

に該当しない限りは、その年の9月から翌年の8月まで標準報

酬月額が変更されないのが通例です。

定時決定とは

● 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

　 原則として添付資料は不要です。

● 申請期限

　7月1日~7月10日

● 提出先

　定時決定の手続きと申請期限

事業所の所在地を管轄する年金事務所または広域事務

センター（健康保険組合加入の場合は健保組合の算定基

礎届を健保組合へ、厚生年金基金加入の場合は基金の算

定基礎届を厚年基金へ）へ提出しましょう。
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①昇給や降給など固定的賃金に変動があった場合

• 定期昇給・ベースアップ、降給・ベースダウン

• 給与体系の変更（時間給から月給への変更など）

• 日給や時間給の単価の変更

• 歩合給などの単価や歩合率の変更

• 住宅手当や役職手当、通勤手当などの固定的な手当  の

追加、支給額の変更

②3か月とも支払基礎日数が 17日

（特定適用事業所に勤務する短時間労働者は 11日）以

上であった場合

支払基礎日数とは、給与の支払いが行われた日数のことを指し

ます。時間給制や日給制の場合は、働いて給与を得た日、年次

有給休暇を消化して給与が支払われた日、特別休暇を取得して

給与が支払われた日がそれぞれ含まれます。

随時改定を満たす条件

随時改定は、次の3つの条件をすべて満たす場合に行います。

昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

社会保険加入者の給与や報酬が、ベースアップや定期昇給・手当、給与体系の変更などの固定的賃金の変動に伴って大幅に

変わったときに、標準報酬月額を改定する手続きを随時改定と言います。この標準報酬月額の改定によって、健康保険料と厚生

年金保険料が4か月後に変更されます。

随時改定とは
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③賃金が変更になった月からの3か月間に支給された報酬（残業手当等の非固定的賃金を含む）の平均月額に

該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合

健康保険・厚生年金保険では、従業員が企業から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で「等級」として区

分しています。健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に、厚生年金保険は第1級の8万8千円から

第32級の65万円までの全31等級に区分されています（2022年3月現在）。

最高または最低等級の場合は、大幅に報酬の変更があったとしても等級表上は1等級しか差が出ない場合があるため、2等級

以上の変更がなくても随時改定の対象となります。

下図の例では、1月に2等級以上の昇給があったため、3か月後の4月を改定月とし、随時改定が行われます。

随時改定を満たす条件

昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

随時改定

12月 1月 2月 3月 4月 5月

2等級以上の差

新標準報酬月額

昇給月 改定月

28万円 28万円28万円 28万円28万円

24万円

　　健保19級／厚年16級　 健保21級／厚年18級
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昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

随時改定が行われない場合

固定的な賃金が増加した場合でも、残業代など非固定的な賃金が減少することがあります。

以下の場合には随時改定の対象にならないため注意しましょう。

条件に該当した場合、4か月後に標準報酬月額の改定がされます。

次頁のような健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届を、速やかに所轄の年金事務所などに届出しましょう。

随時改定の手続き

固定的賃金は上がっても、残業手当が減って、変動後の3か月間に支給され

た報酬の平均額に該当する標準報酬月額が2等級以上下がった場合

固定的賃金は下がっても、残業手当が増えて、変動後の3か月間に支給され

た報酬の平均額に該当する標準報酬月額が2等級以上上がった場合

①

②



※1

©MoneyForward,Inc. 17

昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

月額変更届の例

● 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

● 雇用保険
　手続きなし

役員報酬の改定、昇給、固定の手当や給与体系、
時給単価などが変更になったことにより4か月後に
随時改定を行った場合の手続きと申請期限

随時改定時に必要な書類

原則として添付書類は不要ですが、確認を求められることがあるため、準備して
おきましょう。

● 賃金台帳（改定前1か月分と改定後3か月分）

● 出勤状況のわかるもの（出勤簿・タイムレコーダーの打刻記録など）

● 取締役会議事録など（役員の場合）

速やかに（遅くても改定月の月末までに）事業所の所在地を管轄
する年金事務所または広域事務センターへ届け出る
（健康保険組合加入の場合は健保組合の月額変更届を健保組合へ、厚生
年金基金加入の場合は基金の月額変更届を厚年基金へ）



※1

©MoneyForward,Inc. 18

従業員が結婚したときは、社内のルールにしたがって届け出をしてもらいましょう。家族手当や住宅手当など家族構成にかかわる手当を

支給している場合は、就業規則や賃金規程を確認して、支給要件にしたがって手当額の変更を行いましょう。

転居により通勤費が変更になる場合は、社内のルールにしたがって通勤費の額や通勤経路などを届け出してもらい、

就業規則や賃金規程にしたがって通勤手当の変更を行いましょう。

結婚祝い金制度がある場合は、支給額や支給時期、支給方法など社内のルールを確認しておきましょう。

従業員や役員に対する結婚祝い金は、社会常識に照らし相当な金額のものについては、給与として課税されません。社会保険料も控除さ

れません。結婚休暇がある場合は、休暇中の賃金は無給なのか通常通り支払われるのか、就業規則や賃金規程で確認しておきましょう。

結婚・住所変更の手続き

昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

従業員が、転勤で家族と離れて暮らすことになった、あるいは家族同伴で転居することになったときは、賃金規程や転勤規程、社宅規程

などで、単身赴任手当、引っ越し代や転勤にかかわる旅費・支度金、社宅の現物支給などの支給ルールを確認しましょう。

転勤すると、住宅手当の代わりに社宅が与えられたり、二重生活による生活費の補てんとして単身赴任手当が支払われたり、通勤手当が

変更になったりすることがあります。

それらの賃金改定に伴って社会保険の随時改定が行われる可能性があるので、4か月後に随時改定を行う人がいないか忘れないように

備忘録をつけておきましょう。従業員が転勤した場合には転勤後の事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者転勤届」を転勤

した日の翌日から10日以内に提出します。以前に「事業所非該当承認申請書」を提出して転勤先と同一の事業所と承認を受けている場合

には、この手続きは不要です。

社会保険については、退職と入社の手続きと同様に、資格喪失・資格取得の手続きを転勤前と転勤後の事業所の所在地を管轄する

年金事務所で行います。この手続きは、転勤した日から5日以内に行います。以前に本社で人事や給与を管理しているため

本社と支社を1つの適用事業所とする「一括適用」の手続きをして承認を受けている場合には、この手続きは不要です。

転勤の手続き
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昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

扶養控除申告書

結婚して氏名が変わる場合は、社会保険の氏名変更手続きを行いましょう。

社会保険の氏名変更手続き

住民票

令和4年8月1日 

● 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届

　社会保険の氏名変更手続きと申請期限

● 健康保険証

● 年金手帳

● 変更後の氏名がわかる公的書類  (住民票や戸籍謄本など)

● 扶養控除申告書変更後の氏名を追記)

　氏名変更時に必要な書類 （被保険者＝従業員が準備）

● 雇用保険

　手続きなし

氏名変更日から速やかに（14日以内が通例）事業所の所在地

を管轄する年金事務所または広域事務センターへ届け出る

（健康保険組合加入の場合は健保組合へ、厚生年金基金に加

入の場合は厚年基金へ）年金基礎番号とマイナンバーが紐づ

けられている場合には、手続きは不要です。
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昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

結婚して新居に引っ越すなど住所が変わる場合は、社会保険の住所変更手続きを行いましょう。

社会保険の住所変更手続き

住民票

令和4年8月1日  

● 健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届
　

● 雇用保険
   手続きなし

　社会保険の住所変更手続きと申請期限

● 変更後の住所や変更日がわかるもの（住民票など）

住所変更時に必要な書類

住所変更日から速やかに（14日以内が通例）事業所を管轄　　
する年金事務所または広域事務センターへ届け出る
（健康保険組合加入の場合は健保組合へ、厚生年金基金に加入
の場合は厚年基金へ）年金基礎番号とマイナンバーが紐づけら
れている場合には、手続きは不要です。
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昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

結婚して配偶者やその家族を扶養することになった場合は、配偶者や家族の健康保険証発行手続きを行いましょう。

社会保険の扶養家族追加手続き

社会保険の扶養範囲となる年収は、扶養される家族が60歳未満の場合は130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満です。

社会保険の扶養範囲は、その日扶養に入れるかどうかで判断します。前日まで収入があっても、

退職して無収入になった場合は、扶養に入ることができます。

なお、被扶養者の収入には雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれるため注意が

必要です。また、同居の場合は、収入が扶養者（従業員）の収入の半分未満となる場合や、別居している場合は収入が扶養

者（従業員）からの仕送りの金額の半分未満となる場合なども扶養に入ることが認められるケースがあります。

その他、日本年金機構がその世帯の収入状況を勘案して被扶養者に認めることもありますので、

異例のケースに該当するときには、詳しくは年金事務所で確認・相談してから手続きしましょう。

扶養の要件

配偶者が扶養控除の対象になる場合は、扶養控除申告書に追記をし、次回の給与計算から扶養人数を変更して

所得税を計算しましょう。基本的には扶養控除の対象が増えると所得税が減額されます。

　所得税の扶養家族追加手続き
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昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

● 健康保険被扶養者（異動）届

（国民年金第3号被保険者資格取得届）

　

● 雇用保険

　手続きなし

　社会保険の扶養家族追加手続きと申請期限

健康保険被扶養者（異動）届

扶養することになった日から5日以内に事業所の所在地を管轄

する年金事務所または広域事務センターへ届け出る（健康保険

組合に加入の場合は健保組合に異動届を、年金事務所に

第3号被保険者資格取得届をそれぞれ届け出る）
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昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

● 扶養家族の氏名・フリガナ・生年月日・住所がわかる公的書類（住民票や戸籍謄本など）

● 扶養家族のマイナンバーがわかる書類（個人番号カード、番号通知カード、マイナンバー付き     
    住民票など）

● 扶養家族の収入要件確認のための書類
　①所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている方：
　　事業主の証明があれば添付書類は不要
　②上記①以外の方：
　　課税証明書や非課税証明書など（退職理由・年金受給の有無等で添付書類が異なります）

● 配偶者を扶養する場合は基礎年金番号がわかるもの（年金手帳・基礎年金番号通知書など）

扶養家族追加時に必要な書類（被保険者＝従業員が準備）

被保険者と扶養家族の両者のマイナンバーをこの届書に記載している場合や、これらの書類により、扶養の認定を受ける方

の続柄について事業主が確認した場合には、添付書類を省略することができます。また、被保険者の税法上の合計所得金額

が1,000万円を超える場合には所得税法での控除対象配偶者の適用が受けられません。この場合、収入を確認することができ

る証明書類が必要になるので注意しましょう。

添付書類は、日本年金機構のホームページからも確認することが可能です。「健康保険被扶養者（異動）届国民年金第3号被

保険者資格取得届」の裏面にも説明の記載がありますので、よく確認してから手続きをしましょう。



※1

©MoneyForward,Inc. 24

昇給・昇格・転勤・結婚・住所変更・子供の出生

従業員に子どもが生まれたら、社内のルールにしたがって届け出をしてもらいましょう。

家族手当や住宅手当など家族構成にかかわる手当を支給している場合は、就業規則や賃金規程を確認して、

支給要件にしたがって手当額の変更を行いましょう。

出産祝い金制度がある場合は、支給額や支給時期、支給方法など社内のルールを確認しておきましょう。従業員や役員に対す

る出産祝い金は、社会常識に照らし相当な金額のものについては、給与として課税されません。社会保険料も控除しません。

従業員が出産した場合は、法律上で、産前・産後休業制度や育児休業制度が定められています（詳細は04.休職を参照）。

従業員の配偶者が出産した場合で、社内規定に出産休暇制度が設けられている場合は、出産休暇の取得ルール、出産休暇中の

賃金が無給なのか、通常の賃金が支払われるのか、就業規則や賃金規程で確認しておきましょう。

子どもの出生手続き

　子どもの出生手続きの給与計算時の注意事項　

就業規則や賃金規程で家族手当の額をいくらに変更す
るのか、上限額を超えていないかなどを確認しま

しょう。
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COLUMN

　　　社宅に対する所得税や社会保険料の取り扱い

企業が単身赴任者などに社宅を提供し、従業員から家賃を

受け取っている場合、その家賃が賃貸料相当額（家賃の相

場）の50％以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相

当額との差額は、給与として課税されません。ただし、

役員に対する社宅については一部取り扱いが異なります。

社会保険料については、社会保険にかかわる現物給与額と

比較して、従業員から受け取っている家賃が同額以上で

あれば、社会保険料の対象となる給与にはなりません。

下図の例では、賃貸料相当額に対して家賃負担額が50％以

上なので、給与として課税されません。また、現物給与額

に対して家賃負担額が同額以上なので、社会保険料の対象

となる給与に含まれません。

　　　男性の育児休業の取得促進について

政府が進める一億総活躍時代の実現に向けた取り組みのひ

とつとして、仕事と生活の調和を目的とした「ワーク・ラ

イフ・バランス」が掲げられています。

ワーク・ライフ・バランスの実現のために、従業員が101

名以上の企業には、仕事と子育ての両立を図るための「一

般事業主行動計画」の策定、届出、公表、周知が義務付け

られています。

一方で、男性の育児休業取得率は12.65％（厚生労働省

令和2年度雇用均等基本調査より）と低く、厚生労働省で

は「くるみん」や「プラチナくるみん」の取得を企業に推

奨しています。くるみん・プラチナくるみんとは、「子育

てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証

です。令和4年4月1日からは「くるみん」「プラチナくる

みん」の認定基準が改正され、新しく「トライくるみん」

が誕生します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/sh
okuba_kosodate/kurumin/

参考例

80,000円

13.2㎡

8畳

畳1畳につき2,830円

2,830×8＝22,640円

40,000円

賃貸料相当額

居住用スペースの広さ（㎡）

広さ（畳1畳＝㎡ ÷ 1.65）

東京都の現物給与の価額

現物給与額

家賃負担料

詳細は厚生労働省の Webサイトを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/
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休職

産休・育休・家族の介護・ 病欠・休職・業務災害・通勤災害など

従業員が一身上の都合で休職しなければならなくなった場合に、

どのような手続きを行う必要があるのかを解説します。

04
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休職

● 出産後も働き続けるか、退職するか（05.退職を参照）

● 働き続ける場合は、現状の雇用形態のままか、労働時間    

    の短縮を希望するか、職場復帰をする時期はいつ頃か

● 退職する場合は、いつ頃退職するか

　従業員が決めなければならないこと

従業員から妊娠の報告があったら、就業規則や育児休業規程に基づく育児休業や復帰後の育児短時間勤務制度などのほか、

出産祝い金などの社内ルール、社会保険料の免除、健康保険の出産にかかわる給付金、雇用保険の育児休業給付の

説明をしましょう。本人には 家族と相談のうえ意向を決めてもらいましょう。

産休・育休に伴う休職の手続き
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休職

健康保険に加入している従業員が出産したときは、子ども

1名につき42万円（産科医療補償制度に加入していない病院

などで出産した場合は40万8千円）が健康保険から支給され

ます。手続きは健康保険の保険者となる協会けんぽや会社が

加入している健康保険組合で行います。妊娠4か月（85日）

以上の出産が対象となり、早産、死産、流産、人工妊娠中絶

も支給の対象です。被保険者期間が継続して1年以上あれ

ば、退職後6か月以内に出産した場合も支給を受けることが

できます。

出産育児一時金

労働基準法では、6週間以内（双子など多胎妊娠の場合には

14週間以内）に出産を予定している女性従業員が休業を請求

した場合には就労が禁止されます。また、産後8週間を経過

していない女性従業員の就労も禁止されています。ただし、

産後6週間を経過した女性従業員が就業を希望し、医師が就

業について支障がないと認めた業務に就くことは問題ありま

せん。

産前産後休業

小学校就学前の子どもがいる従業員は、病気やけがをした子

の看護、予防接種・健康診断などのための休暇として、就業

規則に規定する年次有給休暇とは別に、子ども1人の場合は

1年間に5日、2人以上いる場合は1年間に10日を限度とし

て、子の看護休暇を取得できます。子の看護休暇は、半日や

時間単位で取得することも可能です。

子の看護休暇

産前産後休業の期間中に給与の支払いが受けられなかった

健康保険に加入している従業員は、会社を休んだ期間、健康

保険から出産手当金の支給を受けることができます。出産手

当金の金額は、その従業員の標準報酬月額をもとに計算さ

れ、1日あたり原則として給料の3分の2に相当する金額で

す。ただし、産前産後休業中でも給与が支払われる場合は支

給されません。手続きは健康保険の保険者となる協会けんぽ

や会社が加入している健康保険組合で行います。一定の要件

を満たせば退職後も支給を受けることが可能です。

出産手当金
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　　　そのほか就労を制限する制度

3歳未満の子どもを養育する従業員が養育のために請求した場合には、所定労働時間を超えて労働させることはできなくなります。
また、小学校就学前の子どもを養育する従業員が養育のために請求した場合には、時間外労働は1か月24時間・1年150時間までに
制限され、また、午後10時から午前5時までの深夜労働をさせることができなくなります。要介護状態にある対象家族を介護する
従業員に対して同様の措置を取る必要がありますので注意しましょう。

　　　その他出産・育児に関する経済的支援 その他にも出産や育児に関する以下のような経済的な支援があります。

● 事業所を管轄する年金事務所または  
   広域事務センター　

　健康保険組合（加入している場合）

　厚生年金基金（加入している場合）

手続き先

産前産後休業・育児休業をしている間の
社会保険料が、最長で子どもが3歳に達す
るまで、従業員・会社ともに免除されま
す。

産前産後休業・育児休業期間中の
社会保険料の免除 産前産後休業・育児休業を終了した後に育児を理由に給与が下がった場合、随時改定に該当し

ていなくても低下した給与に対応した標準報酬月額へ改定をすることができます。対象となる
のは、産前産後休業終了日に産前産後休業の対象となった子どもを養育、または、育児休業終
了予定日に3歳に満たない子どもを養育している場合のみです。

産前産後休業終了後・育児休業終了後の社会保険料の特例

● 事業所を管轄する年金事務所または広域事務センター　健康保険組合（加入している場合）

手続き先

3歳未満の子どもを養育する従業員が育児休業をしていない場合には、1日の所定労働時間を
6時間にするなど、時短の措置を含む所定労働時間を短縮する措置を講じる必要があります。
「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例」とは、従業員が3歳未満の子ども
を養育していたために養育期間中の標準報酬月額が低下したとしても、将来の年金の金額を
計算する際には養育を始める前の標準報酬月額で計算し、将来の年金額が少なくならないよう
にする制度です（最長子どもが3歳に達するまで）。

3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例

● 事業所を管轄する年金事務所または広域事務センター　厚生年金基金（加入している場合）

手続き先
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休職

育児介護休業法が改正されて令和4年の4月から3段階に分けて施行されることになりました。

3段階で改正育児・介護休業法が施行されるため、企業は順次対応が必要です。厚生労働省のホームページにも詳細が発表され、

法改正に伴う就業規則の規定や労使協定の例が公表されています。

産後パパ育休の社内様式なども参考になりますので活用してください。

育児介護休業法改正について

法改正では、雇用環境を整備することを義務付け、従業員が育児休業や産後パパ育休の申出をしやすくなりました。

従業員が取得しやすいように以下の複数の措置を講ずることが望ましいとされています。

育児休業を取得しやすい雇用環境整備

令和4年4月1日～

• 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

• 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等（相談窓口設置）

• 自社の従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

• 自社の従業員へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産した旨の申し出をした従業員に対して、育児休業制度の周知と休業を取得する意向の確認を面談や書面などにより

行うことが必要になります。

妊娠・出産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

   1.  雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
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休職

「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という有期雇用労働者の育児休業取得要件が廃止され、有期雇用労働

者の取得要件が緩和されました。今後は、雇用されて間もない有期雇用労働者でも、子どもが1歳6ヵ月または2歳までの間に

退職や契約更新をしないことが確実ではない限り、育児休業が取得できるようになります。

   2.  有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年4月1日～

   3.  産後パパ育休（出生時育児休業）の創設

令和4年10月1日～

男性の育児休業取得促進を図ることを目的に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる産後パパ育休が創設されます。

分割して取得することも可能になり、開始日を柔軟にすることで夫婦で交代して育児休業を取得しやすくなります。

   4.  育児休業の分割取得

従業員数が1,000人を超える企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務となります。

   5.  育児休業取得状況の公表の義務化

令和5年4月1日～

参考：育児・介護休業法改正ポイントのご案内｜厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
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休職

従業員は、要介護状態にある家族の介護その他の世話をする

ために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該対

象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年

間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができ

ます。

介護休暇

従業員は、要介護状態にある家族を介護するために休業する

ことができます。対象家族1人に対し通算で93日取得できま

す。対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、

祖父母、兄弟姉妹、孫です。要介護状態とは、負傷、疾病ま

たは身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間

にわたって常時介護を必要とする状態を言います。

介護休業

対象家族1人につき　93日3回まで
分割取得可能

原則2週間前までに申出

支払義務はない

介護休業給付を申請できる

期間

取得手続き

賃金

雇用保険の給付

対象家族１人につき1年に5日
対象家族が複数の場合 1年に10日

休暇当日の申出も可

支払義務はない

制度なし

介護休業 介護休暇介護休業と
介護休暇の違い

従業員が、家族の介護をしなければならなくなったとき、本人には、就業規則や介護休業規程にしたがって、

介護休業制度や介護休暇、雇用保険の介護休業給付について説明しましょう。家族の介護は突然必要になるものです。

介護離職することなく、安心して休んでもらえるような環境を作ることが大切です。

介護に伴う休職の手続き
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休職

● 介護休業を開始した日より前の2年間に被保険者期間が

　 12か月以上あること（賃金支払基礎日数11日以上の月に限  

    る。病気等の受給要件緩和措置あり）

　※令和2年8月1日以降に休業を開始した場合は、賃金支払基礎  

    日数が11日以上ある月が12か月に満たない場合であっても時   

    間数80時間以上の月を1か月で算定することができる措置が  

    あります。

● 休業期間中の1か月ごとに休業開始前の賃金の8割以上が支払    

    われていないこと

● 就労した場合、1支給単位期間において、就労している           

    日数が10日以下であること　など

　介護休業給付受給の主な条件

● 休業開始時賃金月額証明書

● 介護休業給付受給資格確認票、介護休業給付金支給申請書

● 初回の支給申請期限

● 提出先
    事業所を管轄するハローワーク

　手続きと申請期限、申請先

   給与計算の注意事項 _

介護休業をしている期間の給与について、就業規則や介護休
業規程で確認をしておきましょう。

雇用保険の被保険者が家族の介護をするために介護休業を取得し、就業日数や賃金の受取額が基準額を下回っている場合に

介護休業給付を受給することができます。

介護休業給付

各介護休業終了日（介護休業が3か月を経過したときは
介護休業開始日から3か月経過した日）の翌日から起算
して2か月を経過する日の属する月の末日まで
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休職

● 健康保険傷病手当金支給申請書

　手続きと申請期限

　給与計算の注意事項　

病気欠勤や休職をしている期間の給与について、就業規則や賃

金規程で確認をしておきましょう。

従業員が、本人の病気のため長期で欠勤しなければならなくなったときは、就業規則にしたがって、

病気欠勤や休職制度について説明しましょう。

病気に伴う病欠や休職の手続き

傷病手当金は、病気休業中に健康保険（国民健康保険を除

く）の被保険者とその家族の生活を保障するために設けら

れた制度で、被保険者が病気やケガのために仕事を休み、

企業から十分な給与が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金

健康保険傷病
手当金支給申請書

健康保険の退職日まで被保険者期間が継続して1年以上あ

り、退職日当日に、傷病手当金の支給を受けているか受け

られる状態であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で

引き続き支給を受けることができます。支給を受けられる

期間は最大で1年6か月です。

退職後の傷病手当金

受けることができるようになった日の翌日から2年以内に

管轄の協会けんぽへ（健康保険組合加入の場合は健保組合　

の傷病手当金申請書を健保組合へ）
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休職

従業員が業務遂行中に業務に起因してケガや病気をした場合、業務災害として取り扱われます。

本人には、就業規則や賃金規程にしたがって、業務災害の際の医療費や賃金等について説明しましょう。

従業員が業務災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を所轄の労働基準監督署に行いま

しょう。なお、休業開始から3日間は待機期間として、企業が従業員に対し平均賃金の6割以上の休業補償を行わなければなら

ないことになっています。

休業補償給付

業務災害

従業員が通勤途中にケガをした場合、通勤災害として取り扱われます。

本人には、就業規則や賃金規程にしたがって、通勤災害の際の医療費や賃金等について説明しましょう。

従業員が通勤災害により負傷した場合には、休業給付などの労災保険給付の請求を所轄の労働基準監督署に行いましょう。

なお、通勤災害については、企業は休業4日未満の場合、休業補償を行う必要はありません。

休業給付

通勤災害
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　手続きと申請期限、申請
先

業務上の負傷、疾病、障害、死亡

なし

あり（平均賃金の6割）

あり（休業中及び復帰後30日間）

保険給付の対象となる事故

一部負担金

待機3日間の休業補償

解雇制限

通勤途中の負傷、疾病、障害、死亡

初回のみあり

なし

なし

業務災害 通勤災害

休職

業務災害と
通勤災害の違い

休業（補償）給付支給額請求書

● 休業補償給付支給請求書（業務災害用）

● 休業給付支給請求書（通勤災害用）

　手続きと申請期限、申請先

● 賃金台帳（申請期間前3か月分と申請期間分）

● 出勤状況のわかるもの（出勤簿・タイムレコーダーの打刻記録

　など）

　休業（補償）給付の手続きに必要な書類

　給与計算の注意事項　

賃金を受けない日ごとに請求権が発生することになり、

それぞれの日についてその翌日から2年以内に事業所の所

在地を管轄する労働基準監督署へ届け出る
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退職

従業員から退職の申し出があった場合に、

どのような手続きを行う必要があるのかを解説します。

05
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退職

従業員が退職する際には、社会保険料を控除するのか、しな

いのかという疑問が出てきます。健康保険や厚生年金保険

は、退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失日が属する

月の前月まで社会保険料がかかります。

ただし、賃金締切日と賃金支払日が「月末締め当月20日払

い」などという場合のように、月末に退職した場合には、

賃金締日によっては翌月の給与が発生しないことがありま

す。このような場合には、退職月に前月分と当月分の2か月

分の社会保険料の控除をすることが可能です。

控除のタイミングについては、法令上は翌月に控除すること

になっていますが、自社のルールを確認しておきましょう。

退職届の例

従業員が退職する場合は、就業規則や労働条件通知書のルールにしたがって、退職の届け出をしてもらいましょう。

退職の手続き

　退職時の保険料控除　

マネーフォワード クラウド給与では、従業員の退職日を入力するこ

とで自動で保険料の計算を行うのでとても便利です。
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退職

● 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

● 雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職
　証明書
　退職日の翌日から10日以内に事業所を管轄するハロー
　ワークへ

● 特別徴収に係る給与所得者異動届出書

　退職月の翌月10日まで、従業員が居住する市区町村へ

　手続きと申請期限、提出先

● 基礎年金番号がわかるもの（年金手帳・基礎年金番号通   
    知書など）

● 雇用保険被保険者資格喪失届

● 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

● 健康保険被保険者証

● 賃金台帳（離職証明書の記載内容を確認できる期間分）

● 出勤状況がわかるもの（出勤簿・タイムレコーダーの  
    打刻記録など）

● マイナンバーがわかるもの（個人番号カード、番号通知  
    カード、マイナンバー 記載の住民票など）

　退職の手続きに必要な書類

退職日の翌日から5日以内に事業所を管轄する年金事務所

または広域事務センターの年金事務所へ（健康保険組合

の資格喪失届は健保組合へ、厚生年金基金の資格喪失届

は厚年基金へ）
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勤怠管理とは

従業員の出勤状況のことを勤怠と呼び、

それを管理することを勤怠管理と言います。

勤怠項目は、大きく4つに分けることができます。

06
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勤怠管理とは

勤怠とは、出勤日数、欠勤日数、勤務時間数、残業時間数、休暇の使用日数など、従業員の出勤状況のことを言います。

勤怠管理とは、会社で決められた出退勤や休暇取得のルールを守っているか、

どれくらい残業しているかなどを管理することを言います。

勤怠管理の意義

　勤怠管理は紙よりもWebで　

勤怠管理の方法は、タイムカードや出勤簿、残業申請書のよう
な 紙 ベースのものと、クラウドなどのWebベースのものなどが
あります。紙の場合は集計に手間がかかったり、リアルタイム
での出勤状況の確認や複数拠点の確認が難しいため、クラウド
化してWebベースで行う方法がおすすめです。

「マネーフォワード　 クラウド給与」と連携している勤怠管理
サービス「マネーフォワード クラウド勤怠」を利用すれば、リ
アルタイムの勤怠確認や有給休暇の自動付与なども行えます。 https://biz.moneyforward.com/attendance/

https://biz.moneyforward.com/attendance/
https://biz.moneyforward.com/attendance/
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勤怠管理とは

勤怠管理を構成している要素を勤怠項目と言います。マネーフォワード クラウド勤怠では、

勤怠項目の日数、時間、休暇、回数をそれぞれ集計します。下図は、マネーフォワード クラウド勤怠の集計画面です。

勤怠集計画面（マネーフォワード クラウド勤怠）

勤怠項目を集計しよう

❷ 時間集計

❶ 日数集計

❸ 休暇集計

※勤怠項目で設定した
　項目の回数を集計

❹ 勤怠項目集計
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勤怠管理とは

勤怠項目は、大きく分けて所定労働・実働時間・出欠勤・休暇の4項目があります。

マネーフォワード クラウド勤怠で集計された勤怠項目はマネーフォワード クラウド給与に連携し、それぞれの項目に表示されます。

下図は、マネーフォワード クラウド給与の勤怠項目画面です。それぞれの項目の説明と合わせてご確認ください。

❷ 実働時間

❸ 出欠勤

❹ 休暇

勤怠項目とは

勤怠項目画面（マネーフォワード クラウド給与）

❶ 所定労働
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勤怠管理とは

❶ 所定労働

　所定と法定　

「所定＝就業規則や雇用契約書で定められていること」、
「 法 定 ＝ 労 働 基 準 法 で 定 められていること」です。
例えば法定労働時間は1日8時間・週40時間ですが、所定労働
時間は企業が法定内で決めることができるので、労働時間を1
日7時間や週35時間とすることもできます。このように法定
と所定で労働時間が異なる場合がありますので注意しましょ
う。

● 1日の所定労働時間

　1日の所定労働時間

● 所定労働日数（当月）

　当月1か月の所定労働日数。欠勤控除や日割の計算根拠と  

   して使われます

● 所定労働日数（月平均）

   1年間を平均した1か月の所定労働日数。欠勤控除や日割の 

    計算根拠として使われます

● 所定労働時間（当月）

　当月1か月の所定労働時間。欠勤控除や日割の計算根拠と  

   して使われます

● 所定労働時間（月平均）

　1年間を平均した1か月の所定労働時間。遅刻・早退の控除  

   や時間外手当の計算根拠として使われます
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● 所定休日所定内出勤時間

　法定休日以外の休日勤務時間。法定休日以外の休日手当の  

    計算に使います

● 法定休日所定内出勤時間
　法定休日の休日勤務時間。法定休日の休日手当の計算に
　使います

❷ 実働時間

● 所定内出勤時間

　所定労働時間内の勤務時間

● 残業時間
　所定労働時間外の勤務時間。普通残業の計算に使います

● 45時間超普通残業

　 月45時間を超える普通残業時間。普通残業と割増率が異  

    なる場合に使います（割増率が普通残業と同じ場合は  

    必要ありません）

● 60時間超普通残業

　月60時間を超える普通残業時間。大企業は普通残業の割増 

   率が50％となります（中小企業で割増率が普通残業と同じ  

   場合は必要ありません。中小企業の60時間超の時間外労働  

   の割増率の猶予措置は廃止予定で、2024年4月から大企業   

   と同様に50%以上となります）

● 深夜残業時間

　22時から翌朝5時までの勤務時間。深夜割増の計算に使い   

   ます

勤怠管理とは
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❹ 休暇

● 有休使用日数

　年次有給休暇を消化した日数

● 有給残日数
　現在の年次有給休暇の残日数

● 特別休暇

　子どもの出生、結婚休暇や葬儀のために休暇を取得した

　日数

● その他会社で独自に定めている休暇を取得した日数   

  （試験前休暇・バースデー休暇など）

勤怠管理とは

❸ 出欠勤

● 出勤日数

　所定の労働日に出勤した日数

● 法定休日出勤日数
　法定休日に出勤した日数

● 欠勤日数
　所定の労働日に欠勤した日数。欠勤控除の計算に
　使います

● 遅刻回数

　所定の労働時間に遅刻した回数

● 早退回数

　所定の労働時間に早退した回数

● 遅刻時間

　所定の労働時間に遅刻した時間

● 早退時間

　所定の労働時間に早退した時間
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勤怠管理とは

勤怠項目には、所定労働・実働時間・出欠勤・休暇の4項目があることがわかりました。

これらの計算方法は、次の通りです。

各勤怠項目を計算しよう

所定労働の計算

就業規則や雇用契約書・勤務シフトに基づいて、所定の勤務日、休

日、勤務時間を計算します。勤務シフトを組む場合は、就業規則や

雇用契約に合致したものにする必要があります。

就業規則の規定例
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勤怠管理とは

実働時間の計算

勤怠情報に基づいて、出勤日数、労働時間、残業時間、休日労働

時間、深夜労働時間を計算します。

出欠勤の計算

本来は働かなければならない日や時間に勤務しているか、勤怠情

報に基づいて、欠勤や遅刻・早退・外出時間を計算します。

休暇の計算

年次有給休暇や慶弔休暇などの休暇ほか、代休や振替休日を計

算します。

計算式の設定画面（マネーフォワード クラウド給与）
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まずは1か月無料でお試しください

無料で試してみる 

ご不明な点がございましたら、 

以下のメールアドレスまでお問合わせください。 

mkt@moneyforward.co.jp

https://biz.moneyforward.com/campaign/redirect/?redirect_url=https%3A%2F%2Ferp.moneyforward.com%2Fregistration%2Fnew&provider=doc&provider_info=pa_guide02_cta
https://biz.moneyforward.com/campaign/redirect/?redirect_url=https://erp.moneyforward.com/registration/new?provider=doc&provider_info=pa_guide02_cta

