通信

労働法令
2022 年上半期総目次

2022年１月８・18日号〜６月28日号

労働法令
＜凡例 2610・２とあるのは2610号の２頁を示す。
＞

労 働 法 令 関 係

〒 104 - 0033 東京都中央区新川２- １- ６ 丸坂ビル
電 話 03-3552-4851
（総務）
、
4854
（編集）
ＦＡＸ 03-3552-4856
（総務・編集）
雇用保険法等改正法案が成立……………… 2620・２
国家・地方公務員の育児・介護休業等改正…
法案が成立……………………………………2622・２
経済安全保障推進法案が成立…………………2623・２

新春特集／これからの働き方を考える（元…
厚生労働審議官

岡崎

淳一）………………2610・２

令和３年改正／育児・介護休業法に関する…
Q＆A（令和３年11月30時点）… ……………2610・19
第208回通常国会内閣提出予定法律案／厚…
生労働省関係の法律案は雇用保険法等の…

こども家庭庁設置法案が衆議院通過…………2624・６
こども家庭庁設置法整備法案が衆議院通過…2624・７
こども基本法案が衆議院通過…………………2624・８
児童福祉法等改正法案が衆議院通過…………2624・10
石綿健康被害救済法改正法案が衆議院通過…2624・12
児童福祉法等改正法案が成立…………………2626・16

一部を改正する法律案等３件………………2612・23
本年４月１日から順次施行／改正国民年金…
法………………………………………………2613・13
本年４月１日施行／民法の一部を改正する…

［重要法案審議の焦点／国会だより］
新たな国庫負担の仕組みなどを巡って議論（雇用保険
法等改正案の国会審議）………………………2622・４

法律……………………………………………2613・20
４月１日施行／育児・介護休業法等改正法…2617・２

［法令ニュース］
医師の労働時間短縮等に関する指針…………2614・17

［第208回通常国会提出法律案］
所得税法等の一部を改正する法律案…………2613・２

［主要法令］

雇用保険法等改正法案…………………………2614・２

2021年12月分…………………………………… 2611・32

国家公務員育児休業法等改正法案……………2615・26

2022年１月分……………………………………2614・31

地方公務員育児休業等改正法案………………2615・27

2022年２月分……………………………………2617・25

こども家庭庁設置法案…………………………2616・２

2022年３月分……………………………………2621・30

こども家庭庁設置法整備法案…………………2616・６

2022年４月分……………………………………2623・33

経済安全保障推進法案…………………………2616・６

2022年５月分……………………………………2626・32

児童福祉法等改正法案…………………………2617・４
［国会］
雇用保険法等改正法案が衆議院通過…………2619・２

労働法令通信 No. 2626／22. 6. 28

労

働

政

策

労働政策審議会答申／⑴労働安全衛生規則…

等改正省令案要綱を了承……………………2610・８
⑵石綿障害予防規則等改正省令案要綱等を…
了承……………………………………………2610・11
経団連／経済・産業の動向と当面の政策課…
題で報告書……………………………………2610・31
労働政策審議会／関係者の協働による「学…
びの好循環」実現を建議…………………… 2611・２
2022年度／厚生労働省関係税制改正………… 2611・６
政府／2022年度経済見通しを閣議了解……… 2611・８
労働政策審議会答申／⑴雇用保険法等改正…
法案要綱を了承………………………………2612・２
⑵労働安全衛生法施行令改正政令案要綱を…
了承……………………………………………2612・９
雇用保険部会／雇用保険制度の見直しの方…
向性で報告書…………………………………2612・10
経済財政諮問会議／中長期の経済財政に関…
する試算示す…………………………………2612・20
2020年度喫煙環境に関する実態調査／加熱…
式たばこ専用喫煙室の設置が増加…………2612・25
厚生労働省／「シフト制」の雇用管理で留…
意事項を作成…………………………………2612・26
労働政策審議会答申／労働者派遣法施行規…
則の改正省令案要綱を了承…………………2613・12
労働政策審議会答申／⑴労災保険法施行規…
則等改正省令案要綱を了承…………………2614・10
⑵安衛令及び安衛則・特化則改正政省令案…
要綱を了承……………………………………2614・13
⑶労働安全衛生規則等改正省令案要綱を了…
承………………………………………………2614・15
⑷事務所衛生基準規則改正省令案要綱を了…
承………………………………………………2614・16
内閣府／日本経済の現状分析で報告書………2615・２
法制審議会答申／再婚後に生まれた子は現…
夫の子−例外規定……………………………2615・５
経団連／当面の課題に関する考え方示す……2615・30
経済同友会／経済安全保障法制で意見………2616・９
経団連／2030年に向けた外国人政策のあり…
方で提言………………………………………2616・12
2020年人口動態統計（確定数）／出生数は…
84万835人−前年比２万4,404人減少…………2616・31
経団連／新型コロナウイルス感染症対策で…
提言……………………………………………2617・30
労政審分科会作業部会／バス運転手の労働…

時間改善の見直しで報告案…………………2618・２
伴走支援の在り方検討会（経済産業省）
／中…
小企業伴走支援モデルの再構築で報告書…2618・６
労働政策審議会答申／勤労者財産形成規則…
改正省令案要綱を了承………………………2618・16
労政審分科会／第14次最低工賃新設・改正…
計画実施方針（案）……………………………2618・18
経団連／⑴スタートアップ企業の育成で提…
言………………………………………………2618・20
⑵当面の課題に関する考え方…………………2618・27
労政審分科会作業部会／タクシー運転手等…
の労働時間改善の見直しで報告案…………2619・４
労働政策審議会答申／⑴雇用保険法施行規…
則等改正省令案要綱を了承…………………2619・７
⑵労働安全衛生規則改正省令案要綱を了承…2619・15
⑶労働安全衛生規則等改正省令案要綱を了…
承………………………………………………2619・15
⑷労災則及び徴収則改正省令案要綱を了承…2619・24
厚生労働省検討会／解雇無効時の金銭救済…
制度でたたき台………………………………2620・11
厚生労働省検討会／多様化する労働契約の…
ルールで報告書………………………………2620・16
労政審専門委員会／自動車運転者の労働時…
間改善基準見直し……………………………2620・19
厚生労働省／2022年度地方労働行政運営方…
針を策定………………………………………2621・13
経団連／当面の課題に関する考え方…………2621・22
政府／2022年版中小企業白書等を閣議決定…2622・３
経済同友会／⑴実効性ある成長戦略策定と…
着実な実行で問題提起………………………2622・７
⑵骨太方針2022」に対する意見………………2622・11
教育未来創造会議／大学等と社会の在り方…
で提言…………………………………………2623・６
全世代型社会保障構築会議／全世代型社会…
保障構築で中間整理を決定…………………2624・２
政府／学校の体育授業でのマスク不要を明…
記………………………………………………2624・13
経済同友会／こども家庭庁の創設に向け提…
言………………………………………………2624・14
経済財政諮問会議／経済財政運営と改革の…
基本方針2022骨子案示す……………………2624・22
労働政策審議会答申／雇用保険法等改正政…
省令・告示案要綱を了承……………………2624・24

労働法令通信 No. 2626／22. 6. 28
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