
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険労務士事務所 TIMES 

TIMES 
 

中田圭子社会保険労務士事務所 

 
〒530-0041大阪市北区天神橋 3-3-3 南森町ｲｼｶﾜﾋﾞﾙ６F 

      TEL：06-6718-4596／FAX06-6718-4598 

2012年 7月 

■ 今月の the labor section ■ 

最近、会社に既往者を申告していなかった社員が事故を起こし、社会問題になっていますが、会

社としてどのような対応を取るべきでしょうか。 

 

 

 

具体的病名をあげて確認することはトラブルのもとかもしれません。 

病歴について会社が情報を収集するべきであるのは、その病歴や症状が業務に支障をきたすかど

うかが判断ポイントになると考えられます。 

 

新規採用の場合には、基本的な条件である既往歴の申告や、選考のための健康診断は実施すべき

です。 

業務の必要上確認しなければいけない特殊業務の場合は必須です。 

プライバシーの侵害となるようなもの、法律上収集してはならないとされるもの、例えば本人の

同意を得ずに実施した HV,色覚検査などは不法となります。 

しかし、企業としては事業運営上の判断もしなければなりません。 

不要な情報収集、差別につながる情報収集は許されることではありませんが、業務に支障をきた

すような既往症を見落とした社員の起こした事故は、会社の責任を問われることもあり、逆に法

違反とされることすらあり得ます。 

 

〇収集してはならない情報 

人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地・思想および信条・労働組合への加入状況・その

他社会的差別の原因となる恐れのある事項 

みなさまへ 

 

当事務所は、みなさまのお陰様で設立８年経ちました。 

今後も「責任」「貢献」「共有」を理念とし、企業の人に関する全てのお手伝いをさせていた

けることをポリシーに社労士事務所として確立した業務展開を図る所存でございます。 

 

つきましては、最新 news を事務所通信として HP アップしておりました内容にプラスし、そ

して実務に則した「the labor section」コーナーを設け発信します。 

「nk 社労士 office news プラス」 どうぞご活用ください。 
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Topics① 

高速バスの夜間走行距離上限「400 キロまで」に 

関越自動車道における高速ツアーバス事故を受けた国土交通省の有識者検討会が開か

れ、同省は、夜間ツアーバスにおける１人当たりの運転上限距離について現行の

「670 キロ」から「400 キロ」に縮める新基準案を示した。次回会合の検討を踏ま

え、７月中旬までに新基準が適用されるとみられる 

Topics② 

精神疾患による労災申請・認定件数が過去最多 

厚生労働省が平成 23 年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を発表し、仕事

上のストレスで精神疾患にかかり、労災申請した件数が 1,272 件（前年比 91 件増）、

認定された件数が 325 件（同 17 件増）となり、それぞれ３年連続、２年連続で過去最

多を更新したことがわかった。 

〔関連リンク〕 

 平成 23 年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」まとめ 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002coxc.html 

不正受給問題が指摘される生活保護制度を見直しへ  
 

◆生活保護の受給者数が過去最多 

厚生労働省によると、2012 年２月時点の生活保護受給者数が約 209 万人に

上り、現行制度下において最大となり、また、2012 年度予算案では３兆

7,000 億円が計上され、国の税収の約 1 割を占めるまでに費用が増大していま

す。 

そのため、制度運用や審査基準が抱える問題点を指摘されるに至り、以下の対

策の他、見直しに向け検討が進められています。 

 

◆受給者の資産を金融機関の本店で一括照会へ 

生活保護受給申請者の資産調査について、これまで各福祉事務所が本人申告を

もとに各地域の金融機関の支店に行っていましたが、効率が悪く正確でない等

の問題点が指摘されていました。 

厚生労働省発表によると、今年 12 月より全国銀行協会の協力を受けて、銀行

など金融機関の本店に預貯金残額を一括照会する仕組みへと改めるそうです。 

 

◆ソフトの改良により「医療扶助」の不正受給を監視 

生活保護受給者の約８割に当たる 169 万人が受給する「医療扶助」は、窓口負

担なしに医療機関で診療・投薬を受けられるため、医療過誤等の温床になって

いるとの指摘がありました。 

厚生労働省発表によると、不正受給の事例を識別するのに手間がかかっていた

ソフトを改良し、電子化されたレセプト（診療報酬明細書）をもとに瞬時に見

分けられるようにし、今秋から全自治体に導入するそうです。 

 

◆その他見直し案に挙げられた項目 

政府は、今秋策定する「生活支援戦略」で生活保護制度見直しの方針を打ち出

す予定ですが、６月４日に行われた国家戦略会議でその原案が示されました。 

厚生労働省が作成した原案には、当面の対応として、（１）生活保護給付の適正

化、（２）就労・自立支援の強化、今後検討を進めるものとして、（３）生活保

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002coxc.html
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護基準の検証・見直し、（４）自治体等の調査・指導権限等の強化、（５）｢脱却

インセンティブ｣の強化（就労収入積立制度等）、（６）自治体とハローワークが

一体となった就労支援の抜本強化等が挙げられています。 

 

 

「熱中症」のリスクと効果的な対策 

 
◆熱中症のリスク 

例年よりも早めにクールビズを始める企業もあり、今夏も例年程度の暑さとなるようです。

新入社員も現場に配属されて初めての夏を迎えるケースもあるかもしれません。職場・作

業場での熱中症対策はお済みでしょうか？ 

熱中症と聞くと、軽いように思われがちですが、軽度の症状から短時間のうちに重症化し

て、死に至ることもあります。実際に記録的猛暑となった平成 22 年には、47 人の方が職

場での熱中症で亡くなっています。その他の年でも毎年 20 人前後の方が亡くなっていま

す。 

また、亡くならないまでも重篤な症状となれば、その従業員が休んでいる間、ただでさえ

人員不足の職場で他の従業員にしわ寄せがいきます。 

 

◆梅雨明け直後が危ない 

熱中症発生のリスクが高いのは、梅雨明け直後の体がまだ暑さに慣れていない時期です。

時間帯別では、午後２時から４時に最も多く発生しています。 

また、建設業、製造業などでは、作業環境によってはこの時期以外でも急に暑くなった日

などは要注意です。午前中からのこまめな休憩や水分補給が重要です。また、午前中から

12 時頃までにも意外と注意が必要だそうです。 

 

◆「めまい」「頭痛」「吐き気」を感じたら要注意 

熱中症の初期的症状としては、「体がだるい」「頭痛や吐き気がする」「めまいがする」とい

った状態が挙げられます。 

これらの症状を感じたら涼しいところで水分と塩分を摂り、症状が軽いと思われる場合で

も、医師の診断を受けるようにしたほうが安全です。 

 

◆従業員の健康状態の確認を 

従業員の健康管理という面からも、作業環境の見直し、その日の体調の確認や前日の

深酒・寝不足等への指導、厚生労働省が示している基準に沿った作業計画の見直しが

重要です。 

日頃の労働衛生教育について、この機会に見直してみてはいかがでしょうか。 

 

 

従業員の長期就業不能リスクに備える“GLTD”とは？  

 

◆従業員の長期就業不能によるリスク 

近年、うつ病等のメンタルヘルス不全により休職される従業員が増えています。 

特に精神疾患によるものは改善までに長期間休職となることが多く、「会社を休む→有休を

使い果たす→疾病休暇も使い果たす→労災保険や健康保険からの手当も終わる→無給の休

業となる→従業員はローンや養育費の支払いに困る」という状態に陥ることが懸念されま

す。 

また、仮に会社が、労働基準法上問題がないと思われる解雇を行った場合でも、様々な労

使間のトラブルから企業が訴えられるというリスクも発生します。 

 

◆「GLTD」とは？ 
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こうした問題に対応できる、「GLTD」（団体長期障害所得補償保険：傷病による休職時に

減少する給与所得を長期間補償できる唯一の保険制度）というものが、各損保会社から発

売され、保険料も非常に安価なものからあるため利用する企業が増えているそうです。 

この制度の発祥はアメリカで、現在 100 名以上の企業で 80～90％、100 人未満の企業

でも 60％程度が導入し、広く普及しているのだそうです。 

日本では 1994 年に保険として認可されました。 

 

◆採用時の検査や人事給与制度の改定とセットで 

この「GLTD」とセットで、採用時の検査（多くはウェブ上で質問に回答していく形式と

なっており、短時間・低価格となっている）と企業へのアドバイスを提供する会社も増え

ているようです。 

また、人事給与制度の簡素化を行うために、会社の休業補償制度を廃止するのに併せて

「GLTD」を導入するという事例もあるようです。 

こうした保険を利用することで、従業員の会社に対する満足度もアップしそうですね。 

 

 

2013 年度新卒採用で Facebook を活用する企業 

 
◆47％が「効果あり」 

企業が採用活動において Facebook などのソーシャルメディアを活用する場面が増えてき

ています。 

株式会社ギブリーが実施した 2013 年度新卒採用における人事担当者の意識調査（2013

年度新卒採用において Facebook を活用している 143 社が回答）の結果によると、新卒

採用ツールとして「効果あり」と回答した企業が約 47％に及ぶことがわかりました。 

 

◆Facebook を利用したことによる効果 

上記調査において、「Facebook ページを運用することで、どのような効果があったか」

という質問に対しては、以下の項目が挙げられています。 

（１）社内のことや社員のことがわかってもらえた（41.3％） 

（２）求人広告ではできないプロモーションができた（28.7％） 

（３）採用ブランディングになった（18.2％） 

（４）母集団が形成された（13.3％） 

（５）会社の認知度が上がった（11.9％） 

（６）求人広告では集まらない層の学生が来た(7.0％) 

求人広告ではできないような双方向のコミュニケーションにより、学生に自社の“生きた

情報”を発信し、理解してもらうことに一定の効果が得られたようです。 

 

◆ページ制作に関しては自社制作と外注が約半数 

また、Facebook ページの制作についての質問に対しては、半数以上が外注としており、

自社での作成は 47.5%という結果となっています。 

外注先としては、「ソーシャル採用に特化した会社」が、求人広告・人材紹介などの新卒採

用支援会社や Web制作会社、広告代理店より多いようです。 

 

◆今後も増加することが予想される 

2013 年度新卒採用においては、Facebook をはじめとしたソーシャルメディアの活用が

企業側、学生側ともに注目されました。「この波に乗り遅れまい」と試行錯誤しながら利用

を始めた人事担当者も多かったのではないでしょうか。 

利用者数が増加している中で、今後も採用活動における活用は増加していくことが予想さ

れます。より効果的なツールにしていくためには、さらに企業独自の工夫が必要になって

いくことでしょう。 
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「少子化」に対する政府の取組み 
 

◆2011 年の出生率が「1.39」で頭打ち 

先日、厚生労働省が 2011 年の「人口動態統計」を公表しましたが、これによると、合計

特殊出生率（女性１人が生涯に産むと想定される子どもの数）は「1.39」で前年と同じだ

ったそうです。 

また、出生数は 105 万 698 人（前年比２万 606 人減）で過去最低を記録しており、人

口の自然減は初めて２万人を超えました。 

このままだと日本は長期的な人口減少傾向となるのは確実で、少子化対策の練り直しが急

務となっています。このことは、今後の子育て支援や職場の環境改善などの政策議論にも

影響を与えると思われます。 

 

◆「雇用」と「育児環境」に不安 

2011 年における若年層（15～24 歳）の完全失業率は 8.2％で、非正規社員の割合は５

割に達しました。厚生労働省の見解によると、「若年層の雇用や賃金が不安定なため、結婚

や出産をためらう若者が多い」とのことです。 

以上のことから、共働き世帯が増加している一方で、保育所の不足も問題となっています。

保育所は 2011 年４月の時点で２万 3,385 カ所（前年度比 1.4％増）となっているもの

の、全国の待機児童数は２万 5,556 人（同 719 人減）でほぼ変わらず高止まりとなって

います。 

また、待機児童数は最初から預けることをあきらめる人も含めると 100 万人に上るとも言

われています。 

 

◆政府による取組み 

今年７月１日から「改正育児・介護休業法」が全面施行となり、従業員 100 人以下の事業

主にも適用されます。また、「社会保障・税一体改革」関連法案では、待機児童の解消を目

的とした「総合こども園」の創設は見送られる動きがありますが、「認定こども園」を拡

充・存続させ、財政支援などを強化することを検討しています。 

女性が安心して働き続けることができるように子育ての環境を整えることは、１つの少子

化対策につながると言えるでしょう。子供を安心して育てられる社会の実現に向けて力を

合わせ、国や企業、ひいては地域で少子化対策に取り組んでいきたいものです。 

 

 

子どもを持つ女性の就労の“理想”と“現実”  

 
◆１万組以上の夫婦が回答 

内閣府が「都市と地方における子育て環境に関する調査」を実施し、今年３月にその報告

書が発表されています。 

この調査は、（１）子どもを持っている、（２）妻の年齢が「20 歳～49 歳」である、（３）

第１子の年齢が「0 歳～18 歳」である夫婦を対象に行われ、1 万 2,289 組の夫婦が回答

しています。 

 

◆妻の「就労意欲」と「就労理由」 

この調査で、妻に「就労意欲」について尋ねたところ、パートや正社員など就業形態は異

なるものの、「今後何らかの形で働きたいと」いう人は 86.0％で、「今後は（今後も）働か

ない予定」という人は 11.6％でした。 

現在は就労していないが今後の就労を希望している妻の「就労理由」については、次の通

りとなっていますが、上位４位まではお金に関する理由です。 

（１）「家計を補助するため」（71.8％） 
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（２）「将来に備えて貯蓄をするため」（61.3％） 

（３）「生計を維持するため」（42.7％） 

（４）「自分の自由になるお金を得るため」（41.0％） 

（５）「いろいろな人や社会とのつながりを持ちたいから」（25.3％） 

 

◆妊娠による働き方の転換 

また、株式会社アイデムの人と仕事研究所から、「働き方に関するアンケート調査」の結果

を分析した 2012 年版「パートタイマー白書」が刊行されています。 

この調査で、妊娠がわかった時に正社員として働いていた人に、「妊娠・出産・育児をきっ

かけに正社員以外の働き方に変えたことがあるか」を尋ねたところ、「正社員を継続した」

人は 53.8％、「正社員以外の働き方に変えた」人は 46.2％でした。 

そして、「正社員以外の働き方に変えた」人が具体的にどのような働き方に変えたのかを見

ると、「退職して無職（専業主婦）になった」という回答が 79.2％に上っています。 

ただ、一度離職してしまうと、職場復帰することや新しい仕事に就くことは難しいのが実

情であり、働きたくても働けない女性が多いようです。 

 

 

 

 

 

 

アルバイト・パート社員は仕事に何を求めている？ 
 

◆“仕事探し”に関する意識調査 

株式会社インテリジェンスが運営する求人情報サービス「an」は、アルバイト・パート社

員の“仕事探し”に関する意識調査を昨年末に実施し、その結果が発表されています。 

この調査結果から、アルバイト・パート社員が仕事に対して一体何を求めているのかを探

っていきます。 

 

◆仕事探しを始めた理由 

まず、アルバイト・パートで求職活動中の男女に、「仕事探しを始めた理由」を尋ねたとこ

ろ、トップは「貯金を増やしたかった」（33.5％）で、「趣味に使うお金が欲しかった」

（31.9％）、「生活費を補いたかった」（30.0％）などが続いています。  

当然と言えば当然ですが、お金に関する理由が上位を占めています。 

 

◆仕事を探す際に重視する点 

次に、仕事を探す際に重視する点をそれぞれ「重視する」「やや重視する」「どちらでもな

い」「あまり重視しない」「重視しない」の５段階で評価してもらい「重視する」と回答し

た割合を属性別に見てみると、次の通りとなっています。 

【高校生】 

・「勤務地が自宅から近い」（58.7％） 

・「勤務地が学校や習い事の場所から近い」（34.7％） 

【大学生】 

・「店長や社員の人の雰囲気が良い」（58.7％） 

・「時間の融通が利く」(56.9％) 

【主婦】 

・「長い期間働ける仕事である」（34.4％） 

・「やりがいのある仕事である」（42.4％） 

高校生は、勤務地から自宅や学校などの距離を重視しており、大学生は、働く人やシフト

の柔軟性など働きやすい職場を求めており、主婦は、じっくりと腰を据えて働き続けられ

ることや遣り甲斐を得られる職場を求めているようです。 
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７月１日より「改正育児・介護休業法」が全面施行！ 
 

◆未対応の場合は早急な対応を！ 

厚生労働省は、“男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方”の実現を目的として、2009

年に「育児・介護休業法」を改正しました。 

これまで従業員数 100 人以下の中小零細企業については、短時間勤務制度などの適用が猶

予されていましたが、７月１日からはすべての企業が対象となります。全面施行まで１カ

月を切りましたので、未対応の企業は早急に対応しなければなりません。 

 

◆７月 1 日から全面適用となる主な制度 

全面適用となる主な制度は、次の通りです。 

（１）「短時間勤務制度」 

３歳までの子を養育する従業員に対しては、１日の所定労働時間を原則６時間に短縮する

制 度 を 設 け な け れ ば な り ま せ ん 。 

（２）「所定外労働の制限」 

３歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させ

て は い け ま せ ん 。 

（３）「介護休暇」 

家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、１日単位での休暇取得を許可しなけ

ればなりません。日数は、介護する家族が１人ならば年に５日、２人以上ならば年に 10

日となります。 

 

◆就業規則等の見直しが必要 

７月１日から新たに対象となる企業については、あらかじめ就業規則等に上記の制度を定

め、従業員に周知しなければなりません。 

対応が済んでいない場合は施行日までに対応が必要ですので、ご注意ください。 

 

 

パート労働者の労働条件見直しの動き 
 

◆来年の国会に改正案を提出へ 

厚生労働省は「パート労働法」の一部を改正し、今後は有期雇用で働くパート労働者の待

遇を正社員並みとする方針を示しています。 

先日示された「今後のパートタイム労働対策について（報告）（案）」の内容をベースとし

て、来年の通常国会へ改正案提出を予定しているようです。 

 

◆パート労働者の現状 

現在、雇用者の４人に１人以上がパート労働者であり、厚生労働省では、「パート労働と

いう働き方の環境整備が必要であり、パート労働者の均衡待遇の確保を促進していくとと

もに、均等待遇を目指していくことが求められる」としています。 

また、「短時間であることから働き方が多様となるパート労働者の待遇について、納得性

を向上させ、あわせてパート労働者に対する継続的な能力形成も進めていく必要がある」

としています。 

 

◆報告書案の内容 

なお、現在示されている「今後のパートタイム労働対策について（報告）（案）」の主な内

容は、次の通りです。 

（１）パート労働者の均等・均衡待遇の確保 

・職務内容が通常の労働者と同一で、人材活用の仕組みが通常の労働者と少なくとも一定
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期間同一であるパート労働者について、当該一定期間は、通常の労働者と同一の方法によ

り賃金を決定するように努めるものとされている規定を削除することが適当。 

・通勤手当は、パート労働法の均衡確保の努力義務の対象外として例示されているが、多

様な性格を有していることから、一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当で

はない旨を明らかにすることが適当。 

（２）パートタイム労働者の雇用管理の改善 

・パート労働者の「賃金に関する均衡」、「教育訓練の実施」、「福利厚生施設の利用」、「通

常の労働者への転換」等に関し、パート労働者の雇入れ時等に、事業所で講じている措置

の内容について、パート労働者に説明することが適当。 

・パート労働者からの苦情への対応のために担当者等を定めるとともに、パート労働者の

雇入れ時等に周知を図ることが適当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「テレワーク」導入で企業にも従業員にもメリット 
 

◆「テレワーク」の定義 

震災を契機に改めて見直された「テレワーク」ですが、導入する企業、導入を検討してい

る企業が徐々に増えているようです 

「テレワーク」は、「ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な

働き方」と定義されており、「テレ（Tele）」＝「遠い、遠距離の」と、「ワーク（Work）」

＝「働く」という言葉を組み合わせてできた言葉です。 

 

◆「テレワーク」導入のメリット 

導入のメリットとして、一般的には以下のことが挙げられます。 

【企業にとってのメリット】 

（１）業務が効率化できる 

（２）優秀な人材を確保できる 

（３）災害発生時の事業継続対策となる 

（４）節電対策となる 

【従業員にとってのメリット】 

（１）ワークライフバランスを向上できる 

（２）通勤による負担を軽減できる 

（３）地域参加の機会を増加できる 

 

 

◆メリットの大きい制度 

テレワーク導入時においては、「導入する際の就業規則の規定方法がわからない」「労働時

間の管理方法が難しい」「情報セキュリティの面で心配」といった労務管理上の悩みや疑問

がある場合が多いようです。 

しかし、これらの問題をクリアすることができれば、企業にとっても従業員にとってもメ

リットの大きい制度だと言えるでしょう。 
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   7月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

 

○ 10 日 

○ 健保・厚年の月額算定基礎届の提出期限＜7 月 1 日現在＞ 

［年金事務所または健保組合］ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜1 月～6 月分＞［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞

［労働基準監督署］ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限＜年

度更新＞［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 

 

○ 15 日 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜6 月 30 日の現況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

 

 

○ 31 日 

○ 所得税予定納税額の納付＜第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業 4 日未満、4 月～6 月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞

［公共職業安定所］ 
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W W W . Y O U R W E B S I T E H E R E . C O M  

 
 

中田圭子社会保険労務士事務所 
TEL: 

06-6718-4596 

 

FAX: 

06-6718-4598 

 

E-MAIL: 

Youmaydream-keru.sr@nifty.com 

 

 〒530-0041 大阪市北区天神橋 3-3-3 

南森町イシカワビル 6F 

 

 

 
公的支援情報ページ 

「高年齢者労働移動受入企業助成金」 
 
定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の企業への雇用を希望する者を、職業紹介事業者

の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対して、雇入れ 1 人につき 70 万円（短時間労働者 40 万円）
助成金が支給されます。 
なお、この助成金は平成 24 年 4 月 6 日以降に雇い入れた場合に対象となります。  

 

 

【主な支給要件】 

雇用保険の適用事業の事業主であること。 

65 歳未満の雇用保険の一般被保険者を、次のアからエのいずれにも該当する条件により雇い入れた事業主であるこ

と。 

当該被保険者を雇用していた他の事業主が定める定年に当該被保険者が達する日から起算して 1 年前の日から当該定年

に達する日までの間に労働契約を締結すること（定年退職後採用日まで一定程度期間が空いても差し支えありませ

ん）。 

当該被保険者を職業紹介事業者（※1）の紹介により雇い入れること。 

当該被保険者を 65 歳以上まで雇用する見込みがあること 

当該被保険者が移籍元事業主との間で移籍することについて同意していること。 

職業紹介事業者の紹介以前に、内定を出していたり、過去 3 年以内に雇用した従業員でないこと等。 

当該被保険者の雇入れの日から起算して 1 年前の日から支給申請日の前日までの期間において、定年 60 歳、64 歳ま

での雇用確保措置を導入している事業主であること。 

（※1）「職業紹介事業者」とは、事前に厚生労働省職業安定局長の定める項目について同意する旨の届出を行い、そ

れを示す「標識」を掲げている事業者をいいます。 

 

【支給額】 

対象被保険者の雇入れ 1 人につき 70 万円を支給します。 

ただし、短時間労働者（1 週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満である者をいいます。）を雇い入れる場合

は 1 人につき 40 万円となります。 

また、当該被保険者を、当該被保険者の都合により雇入れの日から起算して 6 か月を経過する日までに雇用しなくなっ

た場合は、上記支給額に、当該雇入れの日から起算して離職日までの期間の日数を、当該雇入れの日から起算して 6 か

月間の日数で除した割合を乗じた額となります。 

 

【支給申請手続き】 

助成金を受けようとする事業主は、助成の対象となる労働者を雇い入れた日から起算して 6 か月を経過した日から 1

年以内に、支給申請書に必要書類を添えて、都道府県の高齢・障害者雇用支援センターを経由して独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構に提出してください。 

 

http://www.jeed.or.jp/jeed/location/loc01.html 

http://www.jeed.or.jp/jeed/location/loc01.html

