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今日のテーマ

• 雇用保険が備える保険事故とは？

• 雇用保険の保険者、被保険者、保険料、給付条件、給付内容

• 雇用保険は失業者のためのもの？

• 雇用保険の給付状況



雇用保険の保険者

• 保険者：国

• 保険料徴収機関：都道府県の労働局
例）神奈川労働局（横浜市中区北仲通）

• 給付申請先：公共職業安定所（ハローワーク）
例）ハローワーク横浜、ハローワーク川崎など15

では、被保険者は・・・ 労働者（被用者） でしょうか。



雇用保険の被保険者

• 被保険者：労働者（被用者）
• 以下の場合も被保険者

• 65歳以上で新たに雇用された場合（2017年1月～）

• 季節労働者、出稼ぎ労働者、日雇労働者
• 以下の条件を上回るパート勤めの場合

所定労働時間が週20時間以上 かつ 31日以上雇用される見込み

• 公務員は対象外
身分が安定しており、退職手当が雇用保険の給付を上回るため



雇用保険料
• 事業主が労災保険料と併せて「労働保険料」として納付
• 賃金総額×保険料率 保険料率は業種によって異なる
• 保険料は労働者と事業主で負担

• 失業等給付分は労使折半
• 雇用保険二事業分は事業主のみ

出典 厚生労働省. 令和2年度の
雇⽤保険料率について.



給付内容・給付条件



求職者給付の給付条件 「求職者」であること

この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわ
らず、職業に就くことができない状態にあることをいう。（雇用保険法 4条3項）

したがって、以下のような場合は求職者給付は受けられない。
• 結婚退職や出産退職で労働の意思がない人
• 病気や怪我によりすぐには働けない人

以下のような場合は求職者給付の基本手当は止まる
• 再就職できた場合
• 予め決められた日数が経過した場合

理由無く、公共職業安定所の紹介した職につかない場合
→ 給付を一定期間止められる



求職者給付 基本手当日額

• 離職前に払われていた賃金の50%～80%（60歳～64歳については45～80％）

• 賃金が高かった人ほど、割合が低い
保険料は賃金に比例 ということは・・・

• 被保険者期間の長さによって手当の額は不変（年金保険とは違う）

• 年齢別の上限値（2018年8月1日時点）

30歳未満 6,750円/日

30歳以上45歳未満 7,495円/日

45歳以上60歳未満 8,250円/日

60歳以上65歳未満 7,083円/日



1. 倒産・解雇・雇い止め等による離職者 「特定受給資格者（※1）及び一部の特定理由離職者（※2）」

求職者給付・基本手当の所定給付日数

離職時の年齢、被保険者期間、離職理由、就職の困難度によって異なる。

雇用保険の被保険者であった期間

1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上

30歳未満

90日

90日 120日 180日 －

30歳以上35歳未満 120日（※3）
180日

210日 240日

35歳以上45歳未満 150日（※3） 240日 270日

45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日

60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

※1 倒産や解雇により離職した者
※2 契約期間が満了し、契約が更新されなかったことにより離職した者、疾病や障害、妊娠・介護等正当な
理由により離職した者
※3 受給資格に係る離職日が2017年3月21日以前の場合、90日



2. 一般の離職者（1及び3以外の離職者）

求職者給付・基本手当の所定給付日数（続き）

雇用保険の被保険者であった期間

1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上

全年齢 － 90日 120日 150日

雇用保険の被保険者であった期間

1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上

45歳未満
150日

300日

45歳以上65歳未満 360日

3. 障害等による就職困難者

就職困難者には、1) 身体障害者、2) 知的障害者、3) 精神障害者、4) 刑法等の規定により保護観
察に付された者、5) 社会的事情により就職が著しく阻害されている者などが該当する。



雇用保険の役割
• 失業者への給付
• 失業者を増やさないこと

就職促進給付

教育訓練給付

雇用継続給付

雇用安定事業

能力開発事業



就職促進給付

「せっかくもらえるのだから、求職者給付を最後まで受け取ってから再就職しよう」

再就職手当
• 再就職した時に一定以上給付日数が残っている場合、残りの日数の60%または70%分の基本手当

相当額を一時金として支給する
• 早く就職したほうが受け取れる金額が高い

「あそこに再就職すると、賃金がかなり下がっちゃうんだよな・・・」

就業促進定着手当
• 再就職時の賃金が低下した場合、低下分の6か月相当額を支給する。
• 再就職した職場に6か月間勤め続けるのが条件
• 求職者給付基本手当の30%または40%が限度

→ 再就職手当と合わせて、基本手当の残り日数の100%が受け取れる



教育訓練給付
「再就職したいけど、自分の能力では・・・」

教育訓練給付金
• 厚生労働大臣が認めた教育訓練（※1）を終了した場合、

• 費用の20%が受け取れる。（上限10万円）
• 原則として離職後1年以内の受講開始が条件（※2）

※1 情報処理、税務、簿記など
※2 出産育児等ですぐには受講できない場合は、最大20年以内であれば支給される

• 非正規雇用の人などが専門的・実践的な教育訓練を受ける場合、
• 費用の50%が受け取れる（上限は1年間40万円で最大3年まで）
• 資格取得（社会福祉士や介護福祉士など）が実際に就職に結びついた場合はさらに20%を追加支給

（上限1年間56万円）

「教育訓練を受けたいけれど、その間の生活費が・・・」

教育訓練支援給付金（2022年3月まで）
• 専門的・実践的教育訓練を受ける45才未満の離職者
• 求職者給付の基本手当を受けられない間、基本手当の80%が支給される



雇用継続給付
「60歳で再就職したけど給料下がったからもう辞めようかな・・・」

高年齢雇用継続給付
• 対象：60歳以上65歳未満で、賃金が75%未満となった被保険者
• 60歳以後の賃金のうち、最高15%が給付される

「子どもが生まれたし、退職しようかな・・・」

育児休業給付
• 対象：1歳未満の子を育てるために育児休業を取得した被保険者（保育所に入れない場合などは2歳まで）

• 金額：休業して6か月間は休業前の賃金の67%、その後は50%。
※休業中に会社から賃金が出ている場合は、その賃金と育児休業給付の合計額が休業前の賃金の80%を超え

ると超えた分が減額される。

「親の介護しないといけないから、退職しようかな・・・」

介護休業給付
• 対象：家族が常時介護が必要になり、介護休業を取得した被保険者
• 金額：休業前の賃金の67%（3回までの休業について93日間が限度）

※休業中に会社から賃金が出ている場合は、その賃金と育児休業給付の合計額が休業前の賃金の80%を超え
ると超えた分が減額される。



雇用安定事業

• 雇用を維持、拡大、創出する事業主を支援する

支援対象の例）
• 仕事が減っても社員を解雇せず、一時休業させたり、職業訓練を受けさせたりして雇用を維持

する事業主
• 辞めることになった社員に対して再就職の援助などを行う事業主
• 定年を迎えた社員の雇用延長や再就職の援助などを行う事業主

能力開発事業

• 教育訓練を行う事業主の助成
• 公共職業訓練



雇用安定事業

• 雇用を維持、拡大、創出する事業主を支援する

（支援対象の例）
• 仕事が減っても社員を解雇せず、一時休業させたり、職業訓練を受けさせたりして雇用を維持

する事業主
• 辞めることになった社員に対して再就職の援助などを行う事業主
• 定年を迎えた社員の雇用延長や再就職の援助などを行う事業主

• 2008年 リーマン・ショック、2011年 東日本大震災、2020年 新型コロナウイルス感染症の
流行 時に失業者を増やさないための対策として力を発揮したとされる。

能力開発事業

• 教育訓練を行う事業主の助成
• 公共職業訓練



出典： 厚生労働省. 雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html



財源
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保険料 国庫負担

雇用保険の財源と保険料率

財源は保険料と国庫負担
予め決められた割合をまかなえるよう保険料を設定する

雇用保険の給付内容別財源

ただし、雇用保険の積立金が豊富なため、2017年度から2019年度の国庫負担は本来の率の10%



雇用保険制度における積立金等

好況時 失業者：↓ 求職者手当：↓ 保険料収入：↑
不況時 失業者：↑ 求職者手当：↑ 保険料収入：↓

積立金 特別会計に関する法律第103条第3項

• 雇用保険事業の失業等給付費に充てるために労働保険料の一部を積み立てる
• 好況期に積み立て、不況期に財源として使う
• 財政融資資金に預けて運用

ビルト・イン・スタビライザー（自動安定化装置）機能

雇用安定資金 特別会計に関する法律第104条第3項

• 雇用安定事業費に充てるために労働保険料の一部を積み立てる
• 好況期に積み立て、不況期に財源として使う
• 財政融資資金に預けて運用

出典：厚生労働省.雇用保険制度における積立金等について.



出典：第125回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（2017年12月7日）資料



出典：第125回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（2017年12月7日）資料



出典：第125回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（2017年12月7日）資料
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