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新型コロナウイルス感染症による
小学校休業等対応助成金を再開しました
新型コロナウイルス感染症による

小学校休業等対応助成金を再開しました
令和 3 年 8 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必
要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させ
た事業主は助成金の対象となります。
❶ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校
　  など（保育所等を含みます）に通う子ども
❷ 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

※詳細は右ページをご覧ください。

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無に
かかわらず利用できるようにすることにより、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整
えていただけるようお願いします。

【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10

【申請期限】

▶労働者の皆さまへ

▶事業主の皆さまへ

＜お問い合わせはコールセンターまで＞
『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』
（フリーダイヤル）0120-60-3999　 受付時間　9:00～21:00　土日・祝日を含む

⇨「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」

具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの＜日額上限：13,500 円〔申請の対象期間中（注）に緊急事態宣言の対象区域また
はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域（原則、都道府県単位）に事業所のある企業については 15,000 円〕＞
注：事業主の方から申請していただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間（申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開
始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間）

※消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は、申請期限内に      
　申請したとは認められませんので、ご留意ください。

①令和3年 8月1日~同年10月31日の休暇

②令和3年 11月1日~同年12月31日の休暇

令和3年 12月27日（月）必着

令和4年   2  月28日（月）必着

＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の 2種類の様式があります。
＊事業所単位ではなく、法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請
　をお願いします。

都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を
利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・
助成金の活用の働きかけ等を行っています。特別相談窓口（休業支援金・給付金の仕組みによ
る労働者からの直接申請を含む）については、こちらをご参照ください。

①支給要件の詳細や具体的な手続きは、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
　申請書は、厚生労働省ホームページから印刷してください。

②申請書の提出方法
　本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）まで郵送でお願いします。
※必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください（宅配便などは受付不可）。

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。
　また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話で問い合わせることはありません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyo_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

新型コロナ 休暇支援

事業主・労働者の皆さまへ 厚生労働省・都道府県労働局
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① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある（※）子ども

③ 対象となる保護者

④ 対象となる有給の休暇の範囲

「臨時休業等」とは

「小学校等」とは

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い

就業規則などにおける規定の有無

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い

労働者に対して支払う賃金の額

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童
クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。

小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに
限る）、特別支援学校（全ての部）
　★障がいのある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校（高等
　　学校までの課程に類する課程）なども含む。
放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを
行う事業、障がい児の通所支援を行う施設など

「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・学校：授業日　※日曜日や夏休みなどは対象外（夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象）
・その他の施設（放課後児童クラブなど）：本来、施設が利用可能な日
「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

・対象となります。
　なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母など）であって、子どもを現に監護する者が対象と
なります。
各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

新型コロナウイルスに感染した子ども
新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども（発熱などの風邪症状、濃厚接触者）
医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスク
の高い基礎疾患などを有する子ども

※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して、出席しなくてもいと認めた場合は対象となります。
※小学校全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業やオンライン授業、分散登校の場合も対象になります。

※学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。

・休暇制度について、就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備され
　ていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得て
　いただくことが必要です。

・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
　助成金の支給上限である13,500円（申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を
　実施すべき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円）を超える場合であっても、全額を支払う必要
　があります。

ア）
イ）
ウ）
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活動報告

　今年で27回目となる毎年恒例の「クリーンアップ
福岡」を10月4日 (月曜日 )秋晴れのもと、福岡・北
九州・太宰府・行橋・飯塚・田川・久留米・大牟田・大川・
朝倉地区において開催いたしました。
　当日は、新型コロナウィルス緊急事態宣言が解除
されておりましたが、引き続き感染対策を怠らない
ようにとのことでしたので、昨年同様に規模を縮小

し、集合時の検温や手指消毒等の対策をとっての実施となりました。
　福岡地区では正会員101名、賛助会員38名　計139名の方々に博多
区の冷泉公園に集合していただき、倉重副会長と上川端商店街振興組合 
副理事長の正木様からご挨拶をいただいてのスタートとなりました。
　参加者全員がライムグリーンのユニフォームに身を包み、川端中央商
店街、上川端商店街で一斉に清掃活動を展開。この活動を通して、業界の社会的な意義を地域の皆さんに
多少なりともアピールできたのではないでしょうか。
　ご参加いただいた会員各社の皆様、賛助会員の皆様ありがとうございました。とくに班長役の皆様に
は、てきぱきとしたスムーズな運営を行っていただき、心よりお礼申し上げます。
　次年度は、新型コロナウィルスの感染動向にもよりますが、コロナ前の活動以上の開催を企画したいと
思っておりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

福岡興業（株）
武井　靖行

■日　時
■会　場
■行　事
　

2021（令和3）年10月4日（月）9：30～11：00

　

福岡県内主要都市中心部及び会員受託物件の周辺
公共施設の清掃及びゴミ収集

福岡

太宰府福岡

福岡地区
活動報告

▲「クリーンアップ福岡」の活動を伝える
　西日本新聞（朝刊）
　10月12日（火）付の記事

福岡
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　９月末で緊急事態宣言は解除になりましたが、２
年続けてのコロナ禍の中、北九州地区においても会
員企業22社60名もの方にお集まりいただき、検温・
手指消毒・マスクと手袋着用・ソーシャルディスタ
ンスを保ちながらクリーンアップを実施しました。
　例年同様に、北九州市のシンボルリバーである
紫川にかかる太陽の橋・鷗外橋・勝山橋と北九州
市役所周辺のガム取り、粗ゴミの除去を行いまし
た。実施に先立ち、古賀会長、環境局の富高局長、
北九州市議会議員の戸町武弘様、日野雄二様、西
田一様にもご挨拶をいただきました。行政側から
も、このクリーンアップ活動についてご協力いただ
いているのは、環境未来都市である北九州市なら
ではのことであります。
　毎年実施している３つの橋は、紫川にかかる橋の中でも最も多くの人が通行する橋であり、その中の鷗外

橋には 10 月 1 日からイルミネーションが点灯され
ていることや、近くの小倉城では 10 月 23 日から
16,000 個の竹灯籠が天守閣広場に飾られる『小倉
城竹あかり』が開催され、夜になっても多くの方が
通行されています。
　また、10月18日からは『2021 世界体操・新体
操北九州大会』が行われ、国内だけでなく世界 75
カ国 600 名の選手をはじめ、多くの方が来訪され
ます。クリーンアップ活動で街をきれいにすることに
より、北九州市外から来られる方が気持ちよく過ご
すための一助になればと思います。参加者の皆様、
お忙しい中ありがとうございました。

（株）西日本サニタリーセンター
立川　雄一

北九州

北九州地区
活動報告

行橋

北九州

北九州
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　2021 年「クリーンアップ
福岡」。雲一つなく、コロナ
を忘れさせてくれるような
澄み切った空の下、筑豊地
区「飯塚地区 4社 12 名・
桂川地区 1 社 5 名」の皆
様にご参加いただきまし
た。　桂川地区は、会社周

辺の私道から県道 66号線歩道のごみ拾い、桂川役場
前、西鉄バス停待合椅子付近のごみ、枯葉拾いを実施。
飯塚地区は、飯塚市中心部を流れる遠賀川と穂波川に
架かり、市のシンボルと言われている芳雄橋にて、マス
ク着用・ソーシャルディスタンスを保ちながら、スクレー
パーを使用して、吐き捨てられたガムにガムリムーバー
を吹きかけ固めて、ガム取りとごみ拾いを行いました。
　新型コロナウイルス緊急事態宣言が解除され、人の往来が少しずつ戻ったのか、
たばこの吸い殻が昨年に比べて多く見受けられました。クリーンアップを行っている
私達を見て、地域の皆さんが“自分達の街をクリーンで住みやすい環境にしなければ”と思っていただけると嬉
しく思います。また、この活動が社会貢献のお役に立てれば幸いです。参加者の皆様には、月初めの大変お忙
しく、人員不足で大変な状況の中、本年もご参加いただきありがとうございました。お疲れ様でした。

  都市ビル環境の日「クリーンアップ福
岡」の久留米地区活動は晴天に恵まれ、
久留米市役所周辺及び隣接した両替町
公園の清掃を実施しました。
　ご多忙中にもかかわらず、参加業者
15 社、29 名と多くの方にご協力いただ
き、事故もなく活動を行うことができまし
た。新型コロナ禍の中でも、地元の方た
ちに地域美化活動を通じて、ビルメンテ
ナンス業界を少しでもアピールできたの
ではないかと思います。
　参加していただいた皆さま、多忙の中、お疲れさまでした。感謝申し
上げます。

（株）三信ビル管理
出口　秀成

新生ビルメンテナンス（株）
園田　繁博

田川

筑豊地区
活動報告

筑後地区
活動報告

飯塚

桂川

久留米

大牟田

朝倉

大川
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■福岡会場

■北九州会場

■久留米会場

　今年で14 回目となる「子ども絵画コンクール」を福岡県内の
小学校を対象に募集したところ、80 校から 862 点の作品が集
まりました。新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中で、
子どもたちも不自由な生活を余儀なくされていますが、このよう
な状況だからこそ、子どもたちに「感染症に勝つために、大切
なおそうじ」を考えてもらう契機となり、衛生や環境問題を題材とした作品が多く寄せられました。
　そうした作品の中から、久留米市立山川小学校３年の豊福孝浩さん、福岡市立塩原小学校５年の岡部宥
希さん、行橋市立泉小学校６年の北方貴妃さんの３作品を最優秀賞に選定した他、優秀賞 10 作品、佳作
20 作品を選定しました。最優秀賞の３名は古賀会長、倉重副会長、吉次理事（都市ビル環境の日部会長）
が各学校を訪問し、直接本人に賞状と副賞が授与されました。また、優秀賞の塩原小学校４年の濵田彩花さ
んも直接本人に賞状と副賞が授与されました。
　なお、入賞した 33 点の作品は例年通り県内の３会場で作品
展示を行い、多くの方に子どもたちの素晴らしい作品を見ていた
だくことができました。

「きれいな街は私たちの手から」
さん（塩原小学校 5年）

「深海のそうじロボ」
さん（山川小学校 3年）

「エネルギーを未来のヒーローへ」
さん（泉小学校 6年）

2021年度  
最優秀賞受賞作品

入賞作品
展示会場

アクロス福岡2階
メッセージホワイエ
（福岡市中央区天神1-1-1）

（久留米市東町26-8）

（北九州市小倉北区船場町1-2）

   久留米市一番街多目的ギャラリー

北九州市水環境館
　

最優秀賞    3作品

優 秀 賞 10作品

佳　　作  20作品

      計       33作品

最優秀賞受賞者／豊福 孝浩さん 最優秀賞受賞者／岡部 宥希さん

最優秀賞受賞者／北方 貴妃さん 優秀賞受賞者／濵田 彩花さん

第14回
未来のおそうじ
　～安心して住み続けられる
　　私たちの環境～

作品テーマ
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 ＜令和3年度8月分＞労働災害発生状況

区分 墜落
転落

4（4）

4（1） （1） 1（2）1

11 2（3） 1

1（3）
25（14）

転倒 激突 飛来
落下 倒壊

合計

有害物質 感電 交通事故 針刺し その他

激突され 挟まれ
巻き込まれ

切れ
こすれ

動作の
反動等

人

区分

人

区分 19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 合計60～64歳 65歳以上

人

区分 休業なし 3日以内 4日以上 15日以上 31日以上 合計91日以上 死亡

人

■休業日数

■年齢階級別死傷者数

■事故の型別 労働福祉委員会調査

25（14）

25（14）

 ※（　）内は前年同月の状況 安全第一

4 6

32（1）3（1）

5（6）

4（2） 13（10）

8（5） 2（3）

毎月10日は「災害発生報告書」提出締切日です。

毎週金曜日は知事登録業務相談窓口開設日です。
（申し込みは、該当週の水曜日まで）

11月

お忘れなく

第63回福岡県BM協会ゴルフ会

金5
於：福岡県自治会館

空調給排水管理従事者研修指導者講習会
（新規・再講習）

清掃作業従事者研修指導者講習会
（新規・再講習）

火16

金26

日28

月29

於：福岡カンツリー倶楽部 和白コース

第134回理事会
於：県協会会議室

14：00～

於：福岡国際会議場

2021年度ビルクリーニング技能検定
＜学科・実技ペーパーテスト＞ 於：福岡国際会議場

　会員の皆様方の実情や業界の課題を
把握する為、11月 1日（月）から11月 30
日（火）迄の間で「第 12 回実態調査」を実
施いたします。会員の皆様方のニーズを把
握し、有益な事業運営をする為にも重要
なデータとなりますので、ご多忙の折恐縮
ですが実態調査へのご協力をお願いいた
します。

　ビルメンテナンス業界の総合 WEB メディア
「ビルメンWEB」が 10月１日オープンしました。
経営者の皆さまからマネージャー、従業員の皆
さま、 ビルメンテナンスに関わるすべての従事
者の皆さまに向けて、 様々な情報をお届けして
まいります。 是非、WEBサイトにアクセスして、ご
活用ください。

「第12回 実態調査」への
ご回答のお願い

全国協会「ビルメンWEB」
10月1日オープン!

重要

≪４つの利用メリット≫
　

＜アクセスはこちらから＞

https://www.j-bma.or.jp/

より多くの人が、無
料で手軽に情報へ
アクセスできる

月刊誌と比べて情報
の「頻度」と「鮮度」が
向上する

1 2

3 4
読者各自のニーズ
に添った情報を得ら
れる

ネットの特性を生か
したコンテンツを利
用可能に


