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10-1. 雇用保険の必要性と全体像
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看護師国家試験 第110回（2021年2月） 午後32

雇用保険法について正しいのはどれか。

1．育児休業給付がある。

2．雇用保険は任意加入である。

3．雇用保険の保険者は市町村である。

4．雇用保険料は全額を労働者が負担する。



雇用保険制度が備える保険事故は？
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失業

により収入が減少
し、困窮すること



一口に「失業者」といっても
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仕事を失っている理由は様々

仕事をしたいかどうかも人により違う

給付（現金給付）が必要な人には
給付してあげたいけれど、、、

倒産、（雇い主の都合による）解雇、（懲罰的な意味合いでの）解雇、雇い止め、
病気による退職、自分の都合による退職、病気・出産・育児・介護などによる退職…



雇用保険制度の概要
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雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。

1. 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労
働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合
及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及
び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活
及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及
び育児休業給付を支給

2. 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労
働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を
図るためのニ事業を実施

する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

出典 厚生労働省. 雇用保険制度の概要. https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_summary.html 2021年11月25日時点

「失業した人が受け取るんでしょ、
だから自分には関係ない（あるいは関わりたくない？）」 よくみるとよくきく話が…

さらにCOVID-19で大きく注目された事業が…
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10-2. 保険者、被保険者、保険料
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雇用保険の保険者
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• 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
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2010年より前は6か月間だった
なぜ変更？



被保険者の拡大 65歳以上の新規就労者（2017年1月）

2016年12月まで 65歳以上の人は対象外
ただし、もともと務めていた事業所で継続して雇用されている人は高年
齢継続被保険者として加入できた

2017年1月～ 65歳以上の人も対象に
（正確には）65歳以上の新規就職者も被保険者になれることになった
「高年齢被保険者」とよぶ
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そもそもなぜ？

出典 厚生労働省. 【重要】雇用保険の適用拡大等について：平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります. 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html 2021年11月25日時点

なぜ拡大？



被保険者の拡大 マルチジョブホルダー制度（2022年1月～）

• 複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者のための制度
• 以下の要件を満たす場合、雇用保険の被保険者（マルチ高年齢被保険者）となれる
※本人がハローワークに申請する必要あり
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＜適用要件＞
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者である
・1つの事業所における1週間の所定労働時間は5時間以上20時間未満
・2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である

なぜ拡大？

出典 厚生労働省. 【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について：令和４年１月１日から６５歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョ
ブホルダー制度」を新設します. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html 2021年11月25日時点



加入の手続き
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届出を要するとき 提出期限 提出・確認書類

労働者を雇用したとき
(雇用保険被保険者資格取得届)

被保険者となった日の属する月の翌月10日まで 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、他の社会保険の資格取
得関係書類、雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等)

被保険者が離職、死亡等したとき
(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)

被保険者でなくなった事実があった日の翌日か
ら起算して10日以内

出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書(離職
票が不要のときは提出しなくてよい)、離職理由が確認できる書類等

同一法人内で転勤をしたとき
(雇用保険被保険者転勤届)

事実のあった日の翌日から10日以内 異動辞令書類、賃金台帳、転勤前事業所に交付されている被保険者資
格喪失届・氏名変更届

高年齢雇用継続給付を受けようとするとき
(高年齢雇用継続給付支給申請書)

(初回)支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内
(2回目以降)安定所
から指定された日又は月

賃金台帳、出勤簿、
(初回のみ)六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確
認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、労働者名簿、被保険者の
運転免許証・住民票記載事項証明書等年齢が確認できる書類の写し

雇用する被保険者が育児休業を開始したと
き(休業開始時賃金月額証明書・育児)
(育児休業給付受給資格確認票・(初回)
育児休業給付金支給申請書)

被保険者が初回の支給申請を行う日まで(※) 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、被保険者の母子健康手帳等育児の事
実が確認できる書類の写し

育児休業給付金を受けようとするとき
(育児休業給付金支給申請書)

安定所から指定された日等 賃金台帳、出勤簿

雇用する被保険者が介護休業を開始したと
き(休業開始時賃金月額証明書・介護)

被保険者が支給申請を行う日まで(※) 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿

介護休業給付金を受けようとするとき
(介護休業給付金支給申請書)

各介護休業の終了日（介護休業期間が３か月以
上にわたるときは介護休業開始日から３か月を
経過する日）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

介護休業申出書、賃金台帳、出勤簿、対象家族の氏名・本人との続
柄・性別・生年月日が確認できる住民票記載事項証明書等の写し

事業主が行う被保険者に関する手続一覧 事業主が行う

出典 厚生労働省. 手続き一覧表. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/tetsuduki_ichiran01.html 2021年11月25日時点



• 事業主が「労働保険料」として納付
労働保険料＝労災保険料＋雇用保険料

• 賃金総額×保険料率
保険料率は業種によって異なる

出典 厚生労働省. 令和3年度の雇⽤保険料率について. https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf 2021年11月25日時点

雇用保険料

• 保険料は労働者と事業主で負担
失業等給付分：労使折半
雇用保険二事業分：事業主のみ

つまり、失業者が受け取る分は労働者も負担
企業に対して行う事業については事業主のみが負担
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10-3. 給付条件、給付内容
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給付内容
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失業等給付

求職者給付 これが中心を占めるので、このお話を中心に

就職促進給付

教育訓練給付

雇用継続給付

受け取る人

「失業」者

再就職できた人

「失業」者

再就職できた人



一般求職者給付・基本手当の給付条件
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2. 被保険者期間

離職前の2年間で通算12か月以上、被保険者であったこと（離職理由により違いあり）

→ 卒業してすぐに就職できなかった場合は？ 対象にならない

→ 就職して1か月で退職した場合は？ 対象にならない

1. 失業者である

ただ単に仕事を失った、就職していない、というのでは受給できない
「求職者である」ことが大事

自動的に受け取れるものではなく、申請が必要



一般求職者給付・基本手当の給付条件
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「求職者」であること
が大事

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 赤字は大久保が付した）

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

1. 失業者である



一般求職者給付・基本手当等の給付条件：被保険者期間

21出典 第157回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会. 参考資料1 基本手当関係参考資料. 開催日: 2021年10月25日

特定受給資格者・特定理由離職者・一般受給資格者の比較2. 被保険者期間



離職理由の判断手続きの流れ
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雇用保険における給付においては
離職理由が大事

出典 ハローワークインターネットサービス. 基本手当について. 
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 2021年11月25日時点



求職者給付 基本手当日額
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• 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）

30歳未満 6,760円/日

30歳以上45歳未満 7,510円/日

45歳以上60歳未満 8,265円/日

60歳以上65歳未満 7,096円/日

年齢別の上限値（2021年8月1日時点）

出典 ハローワークインターネットサービス. 基本手当について. 
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 2021年11月25日時点



求職者給付・基本手当の所定給付日数
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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）」

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

出典 ハローワークインターネットサービス. 基本手当の所定給付日数. 
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 2021年11月25日時点



求職者給付・基本手当の所定給付日数（続き）
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2. 一般の離職者（1及び3以外の離職者）

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。

出典 ハローワークインターネットサービス. 基本手当の所定給付日数. 
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 2021年11月25日時点



新型コロナウイルス感染症に関連する離職者

26出典 第157回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会. 参考資料1 基本手当関係参考資料. 開催日: 2021年10月25日

特定受給資格者・特定理由離職者・一般受給資格者の比較



就職促進給付
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「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
出典 ハローワークインターネットサービス. 就職促進給付. 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html 2021年11月25日時点



教育訓練給付
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「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

出典 厚生労働省. 教育訓練給付制度. 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 2021年11月25日時点



雇用継続給付
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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

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。

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。

出典 厚生労働省. 雇用継続給付. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090.html 2021年11月25日時点

共通点は、雇い主が負担をしなくてもある程度のお金が給付されるので、雇用し続けやすくなる
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雇用保険二事業
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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
• ジョブ・カード制度の構築など

いずれも雇用の継続や再就職の支援など、失業者を増やさないための事業

給付を受けるのは事業主なので、この事業に充てる分の保険料は事業主からのみ徴収する
（労働者は負担しない）



雇用安定事業
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○事業主に対する助成金
・若年者や中高年齢者の試行雇用を促進（試行雇用奨励金）
・高齢者や障害者を雇用する事業主を支援（特定求職者雇用開発助成金）
・創業や雇用を増やす事業主を支援（自立就業支援助成金、地域雇用開発助成金）
・失業予防に努める事業主を支援（雇用調整助成金）
・仕事と子育ての両立を支援（育児・介護雇用安定等助成金）等

○中高年齢者等再就職の緊要度が高い求職者に対する再就職支援
・就職支援ナビゲーターや再チャレンジプランナーによるきめ細かい就職相談・職業紹介等

○若者や子育て女性に対する就労支援
・ジョブカフェ、マザーズハローワーク等における職業紹介、情報提供等



雇用調整助成金
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リーマン・ショック（2008年）、東日本大震災（2011年）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。

出典 厚生労働省.雇用調整助成金. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html 2021年11月25日時点

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
一時的な雇用調整（休業、教育訓練または出向）を実施することによって、
従業員の雇用を維持した場合に助成する仕組み



新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例
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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



新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金の効果
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コロナ対応の特例措置として支払った金額は 2021年10月末までで4兆7000億円以上

出典 厚生労働省（2021）第6章 新型コロナウイルス感染症の感染拡大期における雇用対策. 令和3年版労働経済白書.
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/20/20-1.html



失業等給付関係収支状況
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第159回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会. 資料2 雇用保険制度の財政運営. 開催日: 2021年11月19日

保険料収入は
減少

失業等給付は
増加していない

積立金を繰り入
れて対応



雇用保険二事業関係収支状況
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第159回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会. 資料2 雇用保険制度の財政運営. 開催日: 2021年11月19日

大幅な支出増
ほとんどは
雇用調整助成金

積立金からの
繰り入れで
賄えた

なぜできたのか



失業等給付に係る雇用保険料率、受給者実人員及び積立金の推移
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第159回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会. 資料2 雇用保険制度の財政運営. 開催日: 2021年11月19日



雇用保険制度における積立金等
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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.
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