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【4条】被保険者 

 

□ 個人経営の小売店で常時 2名の労働者のみを雇用する場合、事業主が任意加入の申請

をしない限り、それらの者は被保険者となることはできない。 

（× H18 ★） 

⇒「それらの者は被保険者となる」 

解説≫ 

 個人経営という表現があれば、人数要件と業種を確認する必要があります。 

設問の場合は、小売業なので、（農林水産業ではない。）当然強制適用事業になり、労働

者は被保険者になります。 

 

 

□ 1週間の所定労働時間が 20時間以上 30時間未満であり、かつ、それが同一の事業所

に雇用される通常の労働者の 1週間の所定労働時間に比し短い者は、短時間労働被保

険者となる。 

（× H23 ★） 

解説≫ 

 短時間労働被保険者に関しての設問ですが、平成 19年 9月末をもって制度は廃止され

ています。 

 

 

□ 同時に 2 つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が通算して

20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。 

（× H19 ★） 

「その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係のみ被保険者となる。」 

解説≫ 

 設問のように、規定にないものは繰り返し読む必要はありません。 

正しく修正した箇所を繰り返し読み込んでください。 

 

 

□ 同時に 2以上の雇用関係について被保険者となることはない。 

（○ H25 ★） 
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□ 民間企業である適用事業に雇用された者は、雇用保険法の定める求職者給付及び就職

促進給付の内容を上回るような退職金制度が存在する場合であっても、被保険者とな

り得る。 

（○ H19 ★★） 

解説≫ 

 「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離

職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、

求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって厚生労働省令で定

める者は被保険者とならない。」という規定があります。 

民間企業の場合は、要件に該当すれば一律雇用保険の被保険者になりますが、国、都道

府県、市町村の場合には、条件が良ければ、雇用保険法の適用を除外する制度で、それ

と絡めた問題です。 

 

 

□ 同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当

該事業に使用される親族の 2分の 1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入

の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。 

（× H21 ★） 

解説≫ 

 設問にあるように「同居の親族のみ」という表現は、 

労働基準法 116条 2項「労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人

については適用しない。」にあります。 

同居の親族のみを使用する事業は、労働基準法は適用されません。 

 

労働者災害補償保険法第 1条の目的条文には 

「労働者災害補償保険法は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、

死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い…」とあります。 

雇用保険法第 1条の目的条文には 

「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由

が生じた場合に必要な給付を行うほか…」とあります。 

 

つまり、「同居の親族のみ」の場合には、そもそも労働基準法の労働者ではないので、労

働者災害補償保険法、雇用保険法の目的条文にあるように、原則「労働者」を対象にし

た法律なので、設問の前半の「同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業か

ら除外される」は正しい論点になります。 

ただし、後半の論点のような規定はないため誤りの問題になります。 
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□ 個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法第 34

条第 1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険につ

いても被保険者となる。 

（× H23 ★） 

⇒「雇用保険について被保険者となることはない。」 

解説≫ 

 前半の論点は、「原則として」とあるので正解です。 

後半の論点は、そもそも労災保険の特別加入者が雇用保険の被保険者になるという規定

はないので誤りです。 

 

 

□ 民間企業に勤務する被保険者が病気のため当該企業を長期にわたり欠勤している場

合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かにかかわりなく

被保険者たる資格を失わず、この期間は基本手当の算定基礎期間に算入される。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

 長期欠勤務者の被保険者の判断基準です。 

長期欠勤者であっても、賃金を受けているかどうかにかかわらず、雇用関係が存続する

限り、雇用保険の被保険者になります。 

 

 

□ 適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤し

ていることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者となら

ない。 

（× H24 ★） 

⇒「被保険者となる。」 
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□ 適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて、取引先である米国企業のサ

ンフランシスコ支店に 3年間の予定で出向する場合、当該出向元事業主との雇用関係

が継続している限り、被保険者たる資格を失わない。 

（○ H19 ★） 

POINT≫【海外就労者の被保険者の判断基準】 

（被保険者） 

・出張の場合 

・海外支店に転勤の場合 

・他の事業主の事業に出向し雇用された場合で、出向元事業主との雇用関係が継続して

いる場合（設問のケース） 

（被保険者ではない） 

・現地採用の労働者 

国籍を問わず被保険者にはなりません。 

そもそも、失業した場合の失業認定等無理があります。 

 

 

□ 適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京

支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、

当該出向期間が 4年を超えると、被保険者たる資格を失う。 

（× H24 ★） 

⇒「被保険者の資格を有する。」 

 

 

□ 日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用事業に週に 30 時間

雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けているこ

とが立証された者を除き、国籍（無国籍を含む。）のいかんを問わず被保険者となる。

（○ H25 ★） 

解説≫ 

①1週間の所定労働時間が 20時間以上であること 

⇒設問では、週に 30時間 

②継続して 31日以上の雇用見込みがあること 

⇒設問では、期間の定めのない雇用 

ということで、被保険者の適用条件を満たしているので被保険者になります。 

被保険者の要件としては、国籍要件の規定はないので正しい問題になります。 

 

 



雇用保険法 2014 

 

 

        Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.   6 

 

□ 日本に在住する外国人が、いわゆる常用型の派遣労働者として特定労働者派遣事業者

である適用事業に週に 40 時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業

補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍（無国籍を含む。）の

いかんを問わず被保険者となる。 

（○ H21 ★） 

横断≫【特定労働者派遣事業】 

 労働者派遣法で学習しますが、派遣事業としては、2つあります。 

●一般労働者派遣事業 

⇒特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業 

●特定労働者派遣事業 

⇒その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業 

（常時雇用する社員を派遣している形態になります。派遣労働者を登録している事業で

はないということです。） 

 

 

□ いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で 31 日未満の雇用契約に

よる派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用契約期間との間に数日

程度の間隔があっても、このような状態が通算して 31 日以上続く見込みがあり、か

つ、1週間の所定労働時間が 20時間以上であれば、被保険者となる。 

（○ H19 ★★） 

解説≫ 

 登録型派遣労働者もパートタイムの労働者と同じように、1 週間の所定労働時間が 20

時間以上で、かつ 31日以上引き続き雇用の見込みがあれば被保険者になります。 

 

 

□ 法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労働保険事務組合に労働保険の事

務を委託する中小企業の事業主については、申請に基づき、一定の要件のもとに雇用

保険に特別加入することが認められる。 

（× H15 ★） 

⇒「雇用保険に特別加入という制度はない。」 
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□ 株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合であっても、

役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者となることはない。 

（× H17 ★） 

⇒「被保険者となることもある。」 

POINT≫【法人の代表者等の被保険者等の該当の有無】 

（原則）被保険者とならない。 

（例外）株式会社の取締役等であっても、同時に支店長、工場長等従業員としての身分

を有し報酬等の面からみて労働者的性格の強い場合には、雇用保険の被保険者となる。 

但し、代表取締役、合名会社、合資会社の代表社員、個人事業主は、雇用保険の被保険

者になることはない。 

 

 

□ 株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 家事使用人は被保険者とならないが、適用事業の事業主に雇用され、主として家事以

外の労働に従事することを本務とする者は、例外的に家事に使用されることがあって

も、被保険者となる。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【家事使用人 被保険者か否かの判断基準】 

（原則）家事使用人は被保険者でない。 

（例外）主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事使用人に使用

されることがあっても被保険者になる。 

 

 

□ 18 歳未満の者が適用事業に雇用される場合、親権者又は後見人の同意がなくても、

年少者雇用特例被保険者となりうる。 

（× H18 ★） 

⇒「適用除外に該当しない限り、年齢に関係なく被保険者となる。」 

解説≫ 

「年少者雇用特例被保険者」という規定はないため、誤りになります。 
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【法 5条】適用事業 

 

□ 常時 7 人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、暫定

任意適用事業となる。 

（× H22 ★） 

⇒「強制適用事業となる。」 

解説≫ 

暫定任意適用事業とは、常時 5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林水産業 

（国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業

を除く。）になります。 

設問では、常時 7 人の労働者とあるので、個人経営の農林水産業でも、強制適用事業に

なります。 

 

 

□ 常時 5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当

分の間、任意適用事業とされている。 

（× H25 ★★） 

⇒「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事

業を除く。」 

解説≫ 

 「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業」が抜けているので誤りに

なります。 

例えば、県が行う農林の事業で、労働者を 1 名でも雇用していれば、強制適用事業にな

ります。 

 

 

□ 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業

とならない。 

（× H22 ★） 

⇒「労働者が雇用されている事業であれば適用事業となる。」 
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□ 船員法第 1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が

15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。 

（× H22 ★） 

⇒「にかかわらず強制適用事業となる。」 

解説≫ 

 船員が 1 人でも雇用されている水産の事業は、暫定任意適用事業ではなく、強制適用

事業になります。 

 

 

□ 株式会社や有限会社などの営利法人が行う事業は常に適用事業となるが、公益法人の

行う事業は、一定の要件に該当する限り、暫定任意適用事業となり得る。 

（× H15 ★） 

⇒「も含めて、強制適用事業となる。」 

解説≫ 

 公益法人、特殊法人、社団、財団含めて法人格であれば、迷わず強制適用になります。 

逆に考えると、個人事業とくれば、業種と雇用者数で判断が必要になります。 

 

 

□ 同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営

している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるならば、適用事業に該当

する部門のみが適用事業となる。 

（○ H15 ★★） 

解説≫ 

 例えば、漁師さん。 

2、3人を使って個人経営の漁師を営み、陸に上がれば会社組織の食堂を経営しているよ

うな場合が想定されます。 

①それぞれの事業が独立している事業と認められれば 

⇒適用事業に該当する部分のみが適用事業に（設問の場合） 

②一方が他の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立していない場合 

⇒主たる方が適用事業に該当すれば、主たる事業を全体の適用事業に 
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□ 暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の 2分の 1以上の同意を

得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、その事業に使用される労働者

の 2分の 1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。 

（○ H15 ★） 

POINT≫【暫定任意適用事業に係わる保険関係の成立】（徴収法附則 2条） 

 労災保険 雇用保険 

成立 事業主が加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に 

保険関係が成立する。 

申請要件 なし 使用労働者の 2分の 1以上の同意 

加入義務 使用労働者の過半数が 

加入を希望 

使用労働者の 2分に 1以上が 

加入を希望 

提出先 所轄労働基準監督署長経由 

所轄都道府県労働局長に提出 

所轄公共職業安定所長経由 

所轄都道府県労働局長に提出 

添付書類 なし 労働者の 2分の 1以上の同意証明 

 

 

 

 

□ 個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受け、

繁忙期の 8か月間は 7人の労働者を雇用し、残りの 4か月間は 2人の労働者を雇用す

るのが通例である場合、暫定任意適用事業となる。 

（○ H15 ★★） 

解説≫ 

 設問の場合、年間延べ労働者数でみると 56人（（8月×7名）＋（4月×2名）＝64名）

で、1月平均 5人以上になりますが、1月平均 5人以上の場合に強制加入という規定はあ

りません。 

季節の影響を強く受け、一定期間 5人未満に減少することが通例であれば、常時 5人以

上の労働者を雇用する事業とは判断されず、暫定任意適用事業となります。 

数字だけで判断すると間違ってしまう問題です。 
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□ 適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌

日に当該事業について任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が任意

加入の認可の手続を行う必要はない。 

（○ H15 ★） 

解説≫ 

 適用事業に該当する事業が暫定任意適用事業に該当するに至った場合は、その翌日に、

任意加入の認可があったものとみなします。 

特に手続きは不要で当然認可があったものとみなします。 

これを擬制任意適用事業と称します。 
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【法 6条】適用除外 

 

□ 65 歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者又

は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、被保険者とならない。 

（○ H15 ★） 

解説≫ 

 65歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者又は

日雇労働被保険者になることは可能ですが、それ以外の被保険者になることはできませ

ん。 

 

 

□ 65歳に達した日以後に雇用される者は、高年齢継続被保険者に該当する場合を除き、

被保険者となることはない。 

（× H23 ★） 

⇒「高年齢継続被保険者のほか、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当す

ることがある。」 

 

 

□ 都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用し

ないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、

その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から

雇用保険法は適用されない。 

（× H24 ★） 

⇒「申請がなされた日」 

解説≫ 

「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職

した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求

職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって厚生労働省令で定め

る者は被保険者とならない。」絡みの問題です。 
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□ 適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第 6条のいわゆる適用除外に該当しな

い者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者とな

る。 

（× H24 ★★） 

⇒「に被保険者になる。」 

解説≫ 

設問の表現が難解なので迷う問題です。 

まず、「適用除外に該当しない・・・」ということで、適用除外（否定）に該当しない 

（否定）で、雇用保険法が適用する場合です。 

論点は、いつから「雇用保険の被保険者になるか」ということです。 

「雇用関係に入った最初の日」（つまり、実態として働いた日）なのか「雇用契約の成立

日」なのかという問題です。 

正しいのは「雇用関係に入った最初の日」ということで誤りになります。 
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□ 1 週間の所定労働時間が 20 時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした

場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象

となる。 

（○ H22 ★） 

POINT≫【日雇労働者】 

①日々雇用される者 

②30日以内の期間を定めて雇用される者 

ただし、前 2月の各月において 18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同

一の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用された者を除く 

 

POINT≫【日雇労働被保険者】 

日雇労働者であって、次のいずれかに該当する者 

①適用区域に居住し、適用事業に雇用される者 

②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 

③適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、厚生労働大

臣が指定したものに雇用される者 

④①～③のほか、公共職業安定所長の認可を受けた者 

 

適用区域：適用区域とは、特別区（東京 23 区）、公共職業安定所の所在する市町村の区

域又はこれと隣接する市町村の全部又は一部の区域で厚生労働大臣が指定するもの 

 

日雇労働者の場合、住所不定のケースもあり、行政としては、少なくとも居住に関して

上記の要件を満たしていることを条件にしています。 

 

 

□ パートタイム労働者等の短時間就労者であっても、1 週間の所定労働時間が 15 時間

以上であり、かつ 1年以上引き続き雇用されることが見込まれるならば、被保険者と

なる。 

（× H15 ★） 

⇒「20時間以上であり、かつ 31日以上」 
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□ 通常の労働者の 1 週間の所定労働時間が 40 時間である適用事業で、1 週間の所定労

働時間を 25時間、雇用契約の期間を 2年間と定めて雇用された満 62歳の労働者は、

一般被保険者となることはできない。 

（× H21 ★） 

「一般被保険者となる。」 

解説≫ 

 1週間 20時間以上で、かつ、31日以上引き続き雇用されることが見込まれているので、

雇用保険の被保険者になります。 

なおかつ、65歳に達していないので一般被保険者ということになります。 

もし、65歳に達した日以後に雇用される者であれば 

⇒「高年齢継続被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」に該当するこ

ともあります。 

POINT≫【一般被保険者】 

一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以

外の被保険者 

 

 

□ 同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用されることが見込まれない者であ

っても、前 2月の各月において 18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、

被保険者となり得る。 

（○ H23 ★） 

POINT≫【適用除外】 

（原則）同一の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用されることが見込まれない者 

（例外）雇用保険の被保険者になる場合 

・前 2月の各月において、18日以上同一の事業主に雇用された者 

・日雇労働被保険者 

解説≫ 

「同一の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用される見込みがない者」とは、少な

くとも 1 か月は、働いてもらわないと雇用保険の被保険者にする必要はないということ

です。 

ただし、既に前 2月の各月に、18日以上同一事業主に雇用されていれば雇用保険法の

被保険者ということです。 
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□ 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、原則として被保

険者とならないが、その期間の満了後も同一の事業主に引き続き雇用された場合には、

当初の季節的事業における雇用開始の日に被保険者になったものとみなされる。 

（× H17 ★） 

⇒「当初定められた雇用期間を超えることとなった日に」 

解説≫ 

 4か月以内の期間を定めて雇用される者は、適用除外になります。 

（被保険者にはなりません。） 

ただし、所定の期間を超えて同一の事業主に雇用されるに至った場合は、その超えた日

から被保険者になります。 

 

POINT≫【適用除外】 

季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当する者（日雇労働被保険者に該当

する者を除く。）には、雇用保険は適用しません。 

●4か月以内の期間を定めて雇用される者 

●1週間の所定労働時間が 20時間以上であって、厚生労働大臣の定める時間数（30時間）

未満である者 

 

 

□ 大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。 

（× H15 ★） 

⇒「休学中であっても一定の要件により被保険者となることがある。」 

POINT≫【昼間学生の扱い】 

原則）被保険者ではない。（学業優先） 

例外） 

・休学中の場合（設問のケース） 

・定時制の場合 

・卒業予定者で、適用事業に雇用され、卒業後も引き続き当該事業に雇用される予定の

者 

・学校が出席日数を課程修了の要件としない場合 
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□ 学校教育法第 1条、第 124条又は第 134条第 1項の学校の学生又は生徒であっても、

卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事

業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であっ

ても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。 

（× H22 ★） 

⇒「一定の者は被保険者となる。」 

解説≫ 

卒業予定者で、適用事業に雇用され、卒業後も引き続き当該事業に雇用される予定の

者であれば、適用事業に雇用されるものとして被保険者になります。 

 

 

□ 特定独立行政法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚

生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。 

（× H17 ★★） 

⇒「原則、雇用保険の被保険者ではない。」 

 

 

□ 海運会社に雇用される商船の船員で船員保険の被保険者である者は、雇用保険の被保

険者とならない。 

（× H23 ★） 

⇒「雇用保険の被保険者となる。」 
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□ 船員法第 1条に規定する船員であって、漁船に乗り込むため雇用される者であっても、

雇用保険法が適用される場合がある。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

（原則）船員法第 1条に規定する船員・・・雇用保険被保険者 

（例外）船員法第 1 条に規定する船員であって、政令で定める漁船に乗り組むために雇

用される者 

例えば、漁船により 1 年間通して稼働しない場合があります。このような漁船の船員

は、適用除外になります。 

（ただし、1 年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は、被保険者（設問の場

合） 

横断≫ 

平成 22年 1月船員保険法の改正 

職務上疾病・年金部門及び失業部門をそれぞれ労働者災害補償保険法及び雇用保険法へ

統合 

 

 

□ 日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も日本国内における就

労及び求職活動ができることを証明する書類を公共職業安定所長に提出しない限り、

被保険者とならない。 

（× H15 ★★） 

⇒設問のような規定はない。 

解説≫ 

 内容的には正しい論点のように思えますが、このような規定はないため誤りになりま

す。あくまで、日本国内に在住する外国人については、外国公務員及び外国の失業補償

制度の適用を受ていることが立証された者を除き、国籍は関係ありません。 

 

 

□ 65 歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の

下で引き続き 1年以上雇用されるに至った場合、その 1年以上雇用されるに至った日

において 65歳を超えているときには、65歳に達した日に遡って高年齢継続被保険者

となる。 

（× H16 ★） 

「当該 1年以上雇用されるに至った日に」 
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□ 短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に 65 歳に達した日の前日

から引き続いて 65 歳に達した日以後の日において雇用されている者は、高年齢継続

被保険者となる。 

（× H18 ★★） 

⇒「1年以上雇用されるに至った日に高年齢継続被保険者となる。」 

解説≫ 

短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続き 1 年以上雇用されるに至った場合の

設問です。 

●1年以上雇用されるに至った日（切替日）が 65歳未満 

⇒一般被保険者になります。 

●雇用時は 65歳前、切替日が 65歳以上 

⇒切替日に高年齢継続被保険者になります。 

●雇用時に 65歳以上 

⇒切替日に、被保険者となりません。 

 

 

□ 1週間の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。 

（× H18 ★） 

⇒「なることはある。」 

解説≫ 

 要件に該当すれば、日雇労働被保険者になる場合があります。日雇労働被保険者の場

合、まず日雇労働者に該当するかどうか。 

日雇労働者の定義は 

●日々雇用される者 

●30日以内の期間を定めて雇用される者 

になります。 

設問では、「1週間の期間を定めて・・・」とあるので、日雇労働者に該当します。 

合わせて、適用区域に居住し適用事業に雇用されている場合等の要件に該当すれば、日

雇労働被保険者になる場合もあるので設問は正解になります。 
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□ 満 30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き 6か月以上雇用されるに

至った場合、その 6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者で

はなく一般被保険者となる。 

（× H21 ★） 

⇒「1年以上」 

POINT≫【短期雇用特例被保険者が 1年以上同一の事業主に雇用されていた場合】 

●1年以上雇用されるに至った日（切替日）に 65歳未満の場合（設問の場合） 

⇒一般被保険者 

●雇用されたのが 65歳前で、切替日に 65歳以上の場合 

⇒高年齢継続被保険者 

●雇用されたときに 65歳以上 

⇒切替日以降、被保険者でなくなる。 

 

 

□ 日雇労働被保険者が前 2月の各月において 18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用

された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用された場合であっ

ても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、

引き続き、日雇労働被保険者となることができる。 

（○ H20 ★★） 

解説≫ 

 「前 2月の各月において 18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一

の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用された場合」つまり、ある程度雇用される

と、日雇労働被保険者から一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者

に切り替えてくれる制度があります。 

ありがたい制度のようでもありますが、日雇労働被保険者として、「受給等々（毎日要件

に該当すれば受給可能）の面でそのままでいい。」という方もなかにはいますので、公共

職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き日雇労働被保険者のままという制度です。 
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□ 適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される

場合、公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者

となる。 

（× H21 ★） 

⇒「公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

要件に該当すれば、法律上日雇労働被保険者になるので、任意加入の申請等不要です。 

 

 

□ 日雇労働被保険者に関しては、雇用保険法第 8条に基づき被保険者となったことの確

認を請求することはできない。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 厚生労働大臣は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による

請求がなくても、職権によって、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなく

なったことの確認を行うことができる。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

確認というのは、実際に被保険者であったのか、被保険者なのか、つまり適正に雇用

保険に被保険者として加入手続きを行っているかどうかを調べることです。 

行政（職権で）や被保険者や被保険者であった者からの確認（請求）も可能です。 

 

 

□ 雇用保険法第 8 条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は

被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用

事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。

（○ H23 ★） 

【第８条】確認の請求 

 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる。 

 

【第９条】確認 

 厚生労働大臣は、届出若しくは請求により、又は職権で、労働者が被保険者となった

こと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。 
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【法 7条】 届出 

 

□ 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となった

ことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月 10 日までに、雇用保険被保険

者資格取得届（様式第 2号）に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地

を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 

（○ H24 ★） 

POINT≫【主な届出書の提出期限】 

●「雇用保険被保険者資格取得届」 

⇒事実のあった日の属する月の翌月 10日までに 

●「雇用保険被保険者資格喪失届」 

⇒事実のあった日の翌日から起算して 10日以内 

●「雇用保険被保険者転勤届」 

⇒事実のあった日の翌日から起算して 10日以内 

（転勤後の所轄公共職業暗転署長へ） 

●「雇用保険被保険者氏名変更届」 

⇒「速やかに」 

 

 

□ 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくな

ったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して 10 日以内に、雇用保険

被保険者資格喪失届（様式第 4号）に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の

所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 事業主は、その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合、その事業所の所

在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなけれ

ばならない。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

 「雇用保険被保険者氏名変更届」は、速やかに提出する必要があります。 
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□ 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保

険者氏名変更届（様式第 4号）に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在

地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して 10 日以内に、

その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長

に提出しなければならない。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

 届出関係も頻出問題です。 

どこに、いつまでに、何を提出するのかしっかり覚えておく必要があります。 

 

 

□ 事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転

勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を

提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、こ

の届出は必要である。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤さ

せたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安

定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければなら

ない。 

（× H15 ★） 

⇒「添付する必要はない。」 
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□ 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤さ

せたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して 10 日以内に、雇

用保険被保険者転勤届（様式第 10 号）に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業

所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。 

（× H24 ★） 

⇒「当該届出は必要である。」 

 

 

□ 被保険者となる労働者を雇い入れた事業主は、その者がすでに被保険者証の交付を受

けているときには、雇用保険被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた被保険

者証を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければ

ならない。 

（× H15 ★） 

⇒「雇用保険被保険者資格取得届を」 

解説≫ 

 平成 15年の出題当時は被保険者証を添付する必要がありましたが、現在は添付不要の

ため誤りになります。 

設問で「すでに被保険者証の交付を受けているとき」というのは、通常、前の会社の資

格取得の際に交付を受けた被保険者証になります。 

 

 

 

□ 過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者とな

った場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保

険被保険者証を添付する必要はない。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

前問平成 15年と同じ論点です。 

 

 

□ 公共職業安定所長は、雇用保険法第 9条の規定により被保険者となったことの確認を

した場合、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、こ

の被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

（○ H21 ★） 
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□ 被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に

再交付の申請を行う場合、雇用保険被保険者証再交付申請書に、その損傷した被保険

者証を添付しなければならない。 

（× H15 ★） 

⇒「その損傷した被保険者証を添付する必要はない。」 

 

 

□ 雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して 10 日以内

に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公

共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、こ

れに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

 雇用保険被保険者離職証明書は、あくまで「被保険者が離職」した場合の書類なので、

死亡した際には添付する必要はありません。 

 

 

□ 事業主は、その雇用する満 63 歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険

者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職

業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪

失届を提出しなければならない。 

（○ H16 ★） 

POINT≫【資格喪失関係】 

（原則） 適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、被保

険者離職証明書等を添える必要がある。 

（例外） 

①離職した被保険者が被保険者離離職票の交付を希望しない場合 

⇒添付不要（例えば、離職後の会社が決まっているような場合） 

②離職日に 59歳以上である被保険者（設問の場合） 

⇒添付必要 
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□ 満 60 歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が

12か月に満たないときであっても、 雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険

者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければならない。（ 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

離職の日において 59歳以上の被保険者については、本人が離職票の交付を希望しなく

ても離職証明書を資格喪失届を添える必要があります。 

設問では、12か月に満たないときとありますが、期間の長短に係らず必要になります。 

 

 

□ 満 35 歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しな

い場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添

付しないことができる。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

 離職の日において、59歳未満であれば、本人が離職証明書を希望しない場合は 

離職票の添付を添付をする必要はありません。 

例えば、会社を辞めて次に働く会社が決っている場合などが該当します。 

 

 

□ 事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を

提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、

その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付

しなければならない。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は、事業主が記入するものであるが、離職

者本人がそれに異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

 例えば、「自己都合によるもの」と会社が記載し、離職者本人が「会社都合」と意見が

相違する場合に、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄に被保険者本人が記入でき

る欄が設けられています。 
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□ 雇用保険被保険者離職証明書には、当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状

況等を記載する欄がある。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

雇用保険被保険者離職証明書に、離職日以前の賃金を記載します。この記載された賃

金をベースにして、賃金日額が決定されます。 

 

 

□ 雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年 2

回、6月と 12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、賃金日額の算定の基礎には含めません。 

基本手当を過分にするために、事業主が作為を持って賃金日額を増やすことを防止する

意味合いもあります。 

 

 

□ 事業主が、その雇用する被保険者（高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び

日雇労働被保険者を除く。）が介護休業を開始したため、雇用保険被保険者休業開始

時賃金証明書を提出した場合、所轄公共職業安定所長は、当該証明書に基づいて作成

した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を、当該被保険者に交付しなければなら

ない。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 日雇労働被保険者となった者（日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除

く。）は、その事実のあった日から起算して 10日以内に、日雇労働被保険者資格取得

届を提出しなければならない。 

（× H20 ★） 

⇒「5日以内に」 
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□ 日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、

雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。 

（× H20 ★） 

「雇用保険被保険者証」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

雇用保険被保険者証は、日雇労働被保険者には、交付されないので誤りになります。 

 

 

□ 日雇労働被保険者（日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。）は、法

令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して 5日以内に、日雇労働被保

険者資格取得届（様式第 25 号）に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安

定所の長に提出しなければならない。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

 提出後に、管轄公共職業安定所長は、日雇労働被保険者手帳を日雇労働被保険者に交

付します。 

 

 

□ 事業主は、その雇用する被保険者が 60 歳に達した場合、その事業所の所在地を管轄

する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しな

ければならない。 

（× H16 ★） 

⇒「提出する必要はない。」 

解説≫ 

被保険者が 60歳に達したからといって「雇用保険被保険者 60歳到達時等賃金証明書」

を提出する必要はない。 

提出する必要がある場合は、 

初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給申請をする際に必要になります。 

申請する際に、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（ただし、公共職業安定所長が必要と認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請

書をもって代えることができる。）に添えて管轄公共職業安定所長に提出します。 
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□ 雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から

起算して 10 日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公

共職業安定所の長に提出しなければならない。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

所定の事項を記載した届書は、「雇用保険適用事業所設置届」になります。 

 

 

□ すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合、事業主

は、改めて事業所の設置に関する届出をする必要はない。 

（× H17 ★） 

⇒「届出をしなければならない。」 

 

 

□ 会社解散によって適用事業が廃止された場合、事業主は、その廃止の日の翌日から起

算して 14日以内に、雇用保険適用事業所廃止届を提出しなければならない。 

（× H17 ★） 

⇒「10日以内に」 

POINT≫【適用事業に係る届出】 

●「雇用保険適用事業所設置（廃止）届 

⇒設置（廃止）の日の翌日から起算して 10日以内 

●「雇用保険事業主事業所各種変更届」 

⇒変更のあった日の翌日から起算して 10日以内 

●雇用保険代理人選任・解任届 

⇒選任又は解任したとき 

 

 

□ 社名変更によって適用事業の事業所の名称が変わった場合、事業主は、その変更があ

った日の属する月の翌月の 10 日までに、雇用保険事業主事業所各種変更届を提出し

なければならない。 

（× H17 ★） 

⇒「その変更があった日の翌日から起算して 10日以内に」 
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□ 暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主は、

その認可があった日の属する月の翌月の 10 日までに、その事業に雇用される全労働

者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 事業主は、被保険者に関する届出事務を行わせるために代理人を選任した場合、速や

かに雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届を提出しなければならないが、当

該代理人が使用すべき認印の印影を届け出るか否かは任意である。 

（× H17 ★） 

⇒「届出なければならない。」 

 

 

□ 事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から 3年間（被保険者に関する書

類にあっては、5年間）保管しなければならない。 

（× H17 ★） 

⇒「その完結の日から 2 年間（被保険者に関する書類にあっては、4 年間）保管しなけ

ればならない。」 

 

 

□ 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類（雇用安定事業又は能力開発

事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除

く。）をその完結の日から 2 年間（被保険者に関する書類にあっては、4 年間）保管

しなければならない。 

（○ H25 ★） 
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【法 10条】失業等給付 

 

□ 失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の 3つである。 

（× H22 ★） 

「教育訓練給付の 4つである。」 

【法 1条】目的 

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由

が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場

合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職

活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、

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ことを目的とする。 

 

解説≫ 

 上記の目的を具体的にしたのが、失業等給付と雇用保険二事業になります。 

失業等給付 雇用保険二事業 

①求職者給付 

②就職促進給付 

③教育訓練給付 

④雇用継続給付 

①雇用安定事業 

②能力開発事業 

 

上記のように、失業等給付は 4種類、雇用保険二事業は 2種類あります。 

雇用保険法の場合は、用語が似かよっていて、馴染みにくい用語が多いのが特徴ですが、

正確に理解して、覚えていかなければなりません。 

 

覚え方としては、漢字を区切って理解してみてください。 

例えば 

●求職者給付 

⇒ 「求職者／給付」つまり、職を求めている（つまり失業中）の者ための給付。 

●就職促進給付 

⇒「就職／促進／給付」つまり、就職を促す（促進）ための給付 

就職促進給付は、高年齢継続被保険者には、支給されません。65歳に達した日以後の方

なので、国としてはそこまで面倒みませんという背景があります。 

●教育訓練給付 

⇒「教育訓練／給付」つまり、教育訓練のための給付 
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●雇用継続給付 

⇒「雇用／継続／給付」つまり、雇用を継続する（してもらう）ための給付 

ということで、特に長い用語は、区切って、漢字の意味合いを押さえながら学習を進め

てください。 

 

 

□ 一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当の 4つ

である。 

（○ H21 ★） 

POINT≫【失業等給付】 

 一般被保険者 

 

⇒受給資格者 

高年齢継 

続被保険者 

⇒高年齢 

受給資格者 

短期雇用 

特例被保険者 

⇒特例 

受給資格者 

日雇労働 

被保険者 

⇒日雇 

受給資格者 

求職者 

給付 

基本手当 

技能修得手当 

寄宿手当 

傷病手当 

高年齢 

求職者給付金 

特例一時金 日雇労働 

求職者給付金 

就職促進 

給付 

就業促進手当 

移転費 

広域求職活動費 

なし 

  

常用就職支度手当 

移転費 

広域求職活動費 

教育訓練 

給付 

教育訓練給付金 一般被保険者でなくなった日から原則 1 年以内

に基準日がある場合に支給対象 

雇用継続 

給付 

高年齢雇用継続給付金 

育児休業給付金 

介護休業給付金 

高年齢 

雇用継続給付 

 

なし 
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【法 13条】基本手当の受給資格 

 

【法 13条】基本手当の受給資格 

①基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前２年間（注①）に、 

被保険者期間が通算して 12か月以上であったときに支給する。 

（注① 算定対象期間の延長・・・受給要件の緩和） 

当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30日以上賃金

の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を

受けることができなかった日数を２年に加算した期間（その期間が４年を超えるときは、

４年間） 

 

②特定理由離職者及び特定受給資格者となる者（前項の規定により基本手当の受給資格

者を除く。）については、離職の日以前 1年間に、被保険者期間が通算して 6か月以上あ

ったときに、基本手当を支給する。 

 

用語の定義≫ 

●「被保険者であった期間」（サラリーマンの期間） 

⇒ 雇用保険に被保険者として加入していた期間  

 

●「被保険者期間」（受給できるかどうかの期間） 

⇒ 前記「被保険者であった期間」のうち，離職の日から応当日方式により１カ月の期

間ごとにさかのぼり、その１カ月の期間に賃金支払基礎日数が 11日以上ある期間 

 

●「算定対象期間」（被保険者期間をカウントできる期間） 

⇒ 前記の『被保険者期間』を計算することができる期間 

（原則）離職の日以前２年間（一定の場合，最大４年間） 

（例外）特定受給資格者や特定理由離職者の場合 

⇒離職の日以前１年間（一定の場合４年間）の期間 

  

●「算定基礎期間」 

⇒ 受給資格者が離職の日まで引き続き被保険者として雇用された期間 
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□ 基本手当の受給手続に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組み合わせは、

後記 Aから Eまでのうちどれか。 

（Eが正しい。 H25） 

ア 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職

業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した

上、職業の紹介を求めなければならない。（× ★） 

⇒「失業認定申告書に受給資格者証を添えて」 

解説≫ 

公共職業安定所に出頭した際の、書類の関係の問題です。 

失業の認定日に出向く目的でもある、失業の認定のための申告つまり「失業認定申告書」

がベースでそれに、確かにあなたは、基本手当の受給資格がありますよという 

「受給資格者証」添えて提出します。 

試験では、「失業認定申告書」「受給資格者証」「離職票」を入れ替えて出題してきますの

で十分に注意してください。 

 

 

イ 受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面

接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載し

た証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受

けることができる。（× ★★） 

⇒「証明書による失業の認定ではなく、失業の認定日の変更の取り扱いを受けることが

できる。」 

解説≫ 

失業の認定に関して、疾病等で失業認定日に出頭出来ないケース（下記①）や 

「やむを得ない理由」により（下記②）失業の認定日に出頭出来ない場合があります。 

公共職業安定所は、内容に応じて失業の認定（下記①）や失業の認定日の変更をしてく

れます。 

①証明書による失業の認定 

②失業日の認定の変更（設問のケース） 

 

②の「やむを得ない理由」とは 

・就職する場合（公共職業安定所の紹介の有無を問わない。 

・証明書による失業の認定理由に該当する場合 

・国家試験等を受ける場合 

・公共職業安定所の紹介によらない求人者の面接（設問のケース） 

●失業の認定日の変更は、次回の認定日の前日までに行う必要があります。 
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ウ 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認

定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。（×） 

解説≫ 

このような規定はないため、誤りになります。 

 

 

エ 受給資格者（口座振込受給資格者を除く。）が疾病、負傷、就職その他やむを得ない

理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代

理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。 

（○ ★★） 

解説≫ 

 代理人による基本手当の受給ができるかどうかの論点です。 

結論は、可能ということです。 

当然、代理人による失業に認定は出来ません。 

 

 

オ 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に

係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に

出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

に添えて提出しなければならない。（○ ★） 

 

A（アとイ） B（アとオ） C（イとウ） D（ウとエ） E（エとオ） 
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□ 被保険者が失業したとき、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 14か月あ

る者は、倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても、基本手当の受給資

格を有する。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

 設問では、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 12月以上あるので、基本手

当の受給資格を有します。 

また、基本手当の受給資格を有するものを、受給資格者と称します。 

基本手当は、一般被保険者に対する求職者給付のため、受給資格者という名称は、当然、

一般被保険者だけです。 

 

 

□ 離職の日以前の 2年間に、傷病により引き続き 30日以上賃金の支払を受けることが

できなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定対象期間となる

が、その上限は、業務上以外の傷病については 3年間、 業務上の傷病については 

4年間である。 

（× H16 ★） 

⇒「業務上以外の傷病については 3年間、 業務上の傷病については」を削除すれば正し

い。 

解説≫ 

算定対象期間の上限に関しては、業務上外を問わず 4年間になります。 

 

 

□ 被保険者であった者が、離職の日の 6か月前まで 4年間、海外の子会社に勤務してい

たため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際に用いる、

雇用保険法第 13条第 1項にいう「離職の日以前 2年間」は、 2年間にその 4年間を

加算した期間となる。 

（× H23 ★） 

⇒「2年間に加算された期間を合わせて最大で 4年間となる。」 

POINT≫【受給要件の緩和 具体例】 

●事業所の休業（事業主の責めに帰すべき理由によるものを除く。） 

●本人の出産 

●事業主の命による外国における勤務、交流採用（設問の場合） 
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【法 14条】被保険者期間 

 

第 14条 

 被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各

月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日（その日に応

当する日がない月においては、その月の末日。 

以下この項において「喪失応当日」という。）の各前日から各前月の喪失応当日までさか

のぼった各期間（賃金の支払の基礎となった日数が 11日以上であるものに限る。）を 

１箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 

ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの

期間の日数が 15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日

数が 11日以上であるときは、当該期間を２分の１箇月の被保険者期間として計算する。 

 

 

□ 被保険者が平成 23年 7月 31日に離職し、同年 7月 1日から 7月 31日までの期間に

賃金支払の基礎になった日数が 13日あった場合、当該期間は 1か月として被保険者

期間に算入される。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

 被保険者期間は、離職の日（設問では 7月 31日）からさかのぼって被保険者であった

期間を 1箇月ごとに区分し、各区分期間のうちに賃金支払基礎日数が 11日以上あるもの

を、被保険者期間 1箇月としてカウントするので正しい問題になります。 
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【法 15条】失業の認定 

 

【法 15条】 

①基本手当は、受給資格を有する者（以下「受給資格者」）が失業している日（失業して

いることについての認定を受けた日に限る。）について支給する。 

②前項の失業していることについての認定（「失業の認定」という。）を受けようとする

受給資格者は、離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 

③失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後

最初に出頭した日から起算して４週間に１回ずつ直前の 28 日の各日について行うもの

とする。 

 

 

□ 一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定

所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提

出しなければならない。 

（× H15 ★） 

⇒設問のような規定はないので誤り。 

解説≫ 

失業の認定に日に提出する書類は「失業認定申告書」に「受給資格者証」を添えて提

出しますが、受給資格の決定（受給資格があるかどうか）の際には、特に規定なしとい

うことです。 

 

 

□ 受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から

起算して 28 日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、最初

の失業の認定を受けなければならない。 

（× H21 ★） 

⇒「当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して 28日以内に」を「離職後」に直せ

ば正しい。 

解説≫ 

 基本手当を受給するための手続きは、受給期間内に行いますが、設問のような期限は

ないので誤りになります。 
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□ 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定

は、1月に 1回、直前の月に属する各日（既に失業の認定の対象となった日を除く。）

について行われる。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

 失業に認定では、実際に受給資格者が失業中であり、就職活動をしているかどうかを

確認をします。 

具体的には、 

・受給資格者が求人者に面接したこと 

・公共職業安定所とうから職業を紹介され、又は職業指導を受けたこと 

・その他求職活動を行ったこと 

 

 

□ 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申

告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介

又は職業指導を行うものとされている。 

（○ H21 ★） 

POINT≫【失業の認定】 

●失業の認定は、原則、前回の認定日から当該失業の認定日の前日までの間の各日につ

いて行う。 

●失業の認定を行うには、上記の期間の間に原則 2回以上の求職活動が必要。 
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□ 受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その

期間が継続して 20 日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった

理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。

（○ H21 ★） 

解説≫ 

 証明書による失業の認定です。 

受給資格者が、下記の理由で指定された日に公共職業安定所に出頭出来ない場合、証明

書を提出することにより失業の認定を受けることができます。 

①疾病又は負傷のため、継続して 15日未満の場合 

②公共職業安定所の紹介により求人者に面接するため 

③公共職業安定所の指示により公共職業訓練等を受けるため 

④天災その他やむを得ない理由のため 

手続きは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に出頭し、証明書を提出す

ることにより、失業の認定を受けることができます。 

 

 

□ 基本手当は、原則として 4週間に 1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公

共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当につ

いては、1月に 1回支給される。 

（○ H19 ★） 
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【法 16条】基本手当の日額他 

 

□ 雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問

わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるも

のに限られる。 

（× H21 ★） 

⇒「限定されていない。」 

解説≫  

 通貨以外の現物支給は、厚生労働省令で定める範囲のものであれば、賃金として扱わ

れます。 

厚生労働省令で定める範囲は 

⇒食事、被服、住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるもの 

 

●恩恵的に支払われる見舞金、退職金は、労働協約等で明確に規定されていても賃金に

は該当しません。（労働基準法は、賃金に該当） 

⇒賃金に含めると故意に基本手当の金額を上げることも可能なので含めていません。 

 

 

□ 受給資格に係る離職日に 60 歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、原則とし

て、その者について計算された賃金日額に、100分の 80から 100分の 50までの範囲

で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。 

（○ H16 ★） 

POINT≫【基本手当の日額】 

年齢 基本手当の日額 

60歳未満 賃金日額×100分の 50から 100分の 80 

60歳以上 65歳未満 賃金日額×100分の 45から 100分の 80 

・基本手当の日額の端数処理・・・1円未満は切捨て 

 

 

□ 受給資格に係る離職日に満 28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、

その者について計算される賃金日額に、100分の 80から 100分の 60までの範囲で厚

生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。 

（× H21 ★） 

⇒「100分の 50」 
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□ 受給資格に係る離職日に 60歳以上 65歳未満である受給資格者の賃金日額が、同年齢

層について定められている賃金日額の上限額であった場合、その者の基本手当の日額

は、その賃金日額に 100分の 40を乗じて得た金額となる。 

（× H16 ★） 

⇒「100分の 45」 

解説≫ 

 賃金日額が高い人ほど、賃金日額にかける比率を上げることにより、基本手当の日額

を押さえています。 

 

 

□ 基準日に 52歳であった受給資格者 Aと、基準日に 62歳であった受給資格者 Bが、そ

れぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限額の適用を受ける場合、A

の基本手当の日額は Bのそれよりも多い。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

A（52歳）・・・給付率は 100分の 80～100分の 50 

B（62歳）・・・給付率は 100分の 80～100分の 45 

賃金日額の上限額の適用を受けるということで、 

・60歳未満・・・11740円×100分の 50 

・60歳以上 65歳未満・・・10,570円×100分の 45 

ということで、賃金日額も給付率も Aのほうが多いので正しい。 

 

 

□ 基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額

に 100分の 80を乗じて得た額を超えることはない。 

（○ H22 ★） 
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【法 17条】賃金日額 

 

□ 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働や休日労働

に対する手当は、賃金総額から除外される。 

（× H19 ★） 

⇒「賃金総額から除外されない。」 

解説≫ 

時間外労働や休日労働に対する手当（割増賃金）は賃金総額に含めて計算します。 

賃金総額から除外するのは、 

・臨時に支払われる賃金 

・3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 
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□ 賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保

険者期間として計算された最後の 6か月間に支払われたものに限られる。 

（○ H22 ★） 

【法 17条】賃金日額 

 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の 6 か月間に

支払われた賃金の総額を 180で除して得た額とする。 

 

解説≫ 

 基本手当を支給するための根拠になる 1日あたりの賃金が賃金日額になります。 

賃金日額 

＝被保険者として計算された最後の 6か月間に支払われた賃金の総額×1／180 

つまり、半年間（180日）の 1日あたりの平均単価になります。 

 

賃金日額をそのまま使って基本手当を計算すると、過分な基本手当になるので、調整さ

れます。 

それが基本手当の日額になります。 

基本手当の日額 

＝賃金日額×給付率 

年齢、賃金日額に応じて 

（60歳未満・・・100分の 80～100分の 50） 

（60歳以上 65歳未満・・・100分の 80から 100分の 45） 

 

基本手当の総額 

基本手当日額×所定給付日数 

 

横断≫ 

●平均賃金（労働基準法第 12条） 

⇒労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前 3 か月間にその

労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除したきんがくをいう。 

●給付基礎日額（労働者災害補償保険法第 8条） 

⇒給付基礎日額は、労働基準法 12条の平均賃金に相当する額とする。 

●賃金日額（雇用保険法第 17条） 

 

3つの法律の共通の考えとしては、すべて 1日あたりの賃金計算ということです。 

合わせて、最低保障等々の共通の項目もあります。 
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□ 毎年 2 回、6 月と 12 月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定が

ある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡により基本手

当の日額が異なることはない。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から

除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。 

（× H16 ★） 

⇒「賃金の総額に含める。」 

POINT≫【賃金の総額の算入】 

●賃金の総額に算入 

⇒時間外労働・休日労働の割増賃金、家族手当、通勤手当 

●賃金の総額に算入しない 

⇒労働協約等で明確に定めている見舞金、退職金等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



雇用保険法 2014 

 

 

        Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.   46 

 

□ 事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して

所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由

のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して 10 日以内に、事業

所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。（一部改正）

（× H21 ★） 

⇒「その離職理由のいかんにかかわらず」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

「休業・所定労働時間短縮に係る慎銀日額の特例」に関して。 

●小学校就学前の始期に達するまでの子の養育 

●対象家族の介護 

⇒休業又は所定労働時間の短縮 

                 ＋ 

特定受給資格者（倒産・解雇等の離職者）又は特定理由離職者 

                   

 

●休業又は所定労働時間短縮前の賃金日額 

●離職時の賃金日額 

⇒いずれか高い方の賃金日額に基づき 

基本手当の日額を算定 

 

 

賃金低下理由 算定 

①小学校就学の始期に達するまでの子

の養育するための休業をした場合又は

所定労働期間の短縮が行われた場合 

（設問のケース） 

●休業又は所定労働時間短縮前の賃金日額 

●離職時の賃金日額 

 

⇒いずれか高い方の賃金日額に基づき 

基本手当の日額を算定 ②対象家族を介護するために休業をし

た場合又は所定労働時間の短縮が行わ

れた場合 

設問のケースでは、被保険者が特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決

定を受ける場合に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を提出

しなければならないので誤りになります。 
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□ 小学校入学前の子の養育のために勤務時間短縮措置を受け、これにより賃金が低下し

ている期間中に、会社の倒産により離職した受給資格者については、その勤務時間短

縮措置が行われる前の賃金により基本手当の日額が算定される。 

（○ H16 ★） 

解説≫  

休業・所定労働時間短縮に係る賃金日額の算定の特例からの問題です。 

要件を確認します。 

・小学校入学前の子の養育 

・その子の養育のために勤務時間短縮措置を受けた 

・賃金低下中に（時間短縮なので賃金が低下するのが一般的です）会社が倒産。 

ということで、勤務時間短縮前の賃金日額と離職時（勤務時間短縮中の賃金）を比較し

て高い方の賃金で算定します。 

 

  

□ 小学校就学前の子を養育するために勤務時間短縮の措置を受け、賃金が低下している

ときに離職した特定受給資格者については、基本手当日額は、当該措置の開始前の賃

金による賃金日額に基づいて算定される。 

（○ H20 ★） 
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【法 19条】基本手当の減額 

 

□ 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収

入の 1日分に相当する額が賃金日額の 100分の 80に相当する額に達しなければ、当

該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。 

（× H21 ★） 

⇒「その 1 日の収入から控除額（1,289 円）を控除した額と基本手当の日額との合計額

が賃金日額の 100分の 80に相当する額をこえないときに、」 

【法 19条】基本手当の減額 

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、

その収入の基礎となった日数（以下この項において「基礎日数」という。）分の基本手当

の支給については、次に定めるところによる。 

① その収入の１日分に相当する額（収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。）か

ら 1,289 円（「控除額」という。）を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額

の 100分の 80に相当する額を超えない場合 

⇒基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給 

（収入分の 1日分）－1,289円）＋基本手当の日額≦賃金日額×80／100 

⇒全額支給 

 

② 合計額が賃金日額の 100分の 80に相当する額を超える場合 

⇒当該超える額を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支

給 

（収入分の 1日分）－1,289円）＋基本手当の日額賃＞賃金日額×80／100 

⇒その超過額を基本手当の日額から控除した額を支給 

 

③ 超過額が基本手当の日額以上である場合 

⇒基礎日数分の基本手当を支給しない。 

（収入分の 1日分）－1,289円）≧賃金日額×80／100 

⇒基本手当の支給なし 

●平成 25年 8月より控除額が 1,289円に改正 
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□ 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって一定の基準を上回る収

入を得た日については、基本手当が減額または不支給となり得るが、その場合の基準

及び計算方法に関しては、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるか否かによって

異なることはない。 

（○ H22 ★★）   
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【法 20条】支給の期間及び日数 

 

□ 雇用保険法第 22条第 2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な

者については、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の受給期間は、基準日の

翌日から起算して 1年に 60日を加えた期間となる。 

（× H15 ★） 

⇒「基準日における年齢が 45歳以上 65歳未満であって算定基礎期間が 1年以上ある場

合に」 

解説≫ 

基本手当は、受給期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分

を限度に支給されます。 

（原則）離職日（基準日）から１年 

（例外）当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続

き 30 日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合

には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算し、その加算された期間が

４年を超えるときは、４年とします。 

 

受給資格者 受給期間 

原則 1年 

基準日に 

45歳以上 65歳未満であって 

算定基礎期間が 1年以上の 

就職困難な受給資格者（所定給付日数が

360日である受給資格者） 

1年＋60日 

基準日に 

45歳以上 60歳未満であって 

算定基礎期間が 20年以上の 

特定受給資格者（所定給付日数が 330日で

ある受給資格者） 

1年＋30日 
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□ 基準日において 45歳以上 60歳未満で、被保険者であった期間が 20年以上の特定受

給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して 1 年に 30

日を加えた期間となる。 

（○ H15 ★） 

 

 

□ 基準日において 50歳であり、算定基礎期間が 1年の就職困難者である受給資格者に

ついては、受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して 1 年に 60日を加え

た期間である。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 基準日において 45歳以上 60歳未満であり、算定基礎期間が 20年以上ある受給資格

者については、基本手当の受給期間は、当該受給資格に係る離職の理由や本人の申出

の有無を問わず、基準日の翌日から起算して 1年に 30日を加えた期間となる。 

（× H19 ★★） 

⇒「離職の理由」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

 基準日の翌日から起算して 1年に 30日を加えた期間となるのは、特定受給資格者によ

る場合です。 

設問では、離職理由は問いません。また、本人の申し出も必要ありません。 

 

 

□ 基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して 1年であるが、この

期間内に疾病により引き続き 15 日以上職業に就くことができない者についてはその

日数が加算され、最長で 4年まで延長され得る。 

（× H15 ★） 

⇒「引き続き 30日以上」 

POINT≫ 

●引き続き 15日未満⇒証明書による失業に認定（疾病・負傷のため） 

●引き続き 30日以上⇒受給期間の延長 
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□ 離職の日の翌日から起算して 1年の期間に、妊娠、出産により 30 日以上引き続き職

業に就くことができない場合、受給資格者の申出に基づいて基本手当の受給期間の延

長が認められるが、育児のため 30 日以上引き続き職業に就くことができない場合に

は、受給期間の延長は認められない。 

（× H16 ★） 

⇒「受給期間の延長が認められる。」 

 

 

□ 所定給付日数が 270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して 1年以内に出

産及び育児のため引き続き 180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省

令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期

間は 1年に 180日を加算したものとなる。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

「妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30日以上職業に就

くことができない場合」は受給期間の延長になります。設問の場合には、当初の 1 年に

180日を加算した期間になります。 

 

 

□ 60 歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後、直ちに求職の申込みをしない

ことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間

は一律に、基準日の翌日から起算して 2年に延長される。 

（× H15 ★） 

⇒「基準日の翌日から起算して 1年に求職の申込みをしないことを希望する一定期間（最

大 1年）を加えた期間が受給期間になる。」 

 

 

□ 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって

高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その

受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

転職を繰り返すような場合です。受給期間内に再就職し、離職した場合で新たに受給

資格を取得した場合は、その取得した日以後は、前の受給資格に基づく基本手当は支給

されません。 
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【法 21条】待期 

 

【法 21条】 

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定

所に求職の申込みをした日以後において、失業している日（疾病又は負傷のため職業に

就くことができない日を含む。）が通算して７日に満たない間は、支給しない。 

 

□ 基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込

みをした日以後において、失業している日が 7日に満たない間は支給されないが、そ

の間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期

間が最長で 14日まで延長される。 

（× H16 ★） 

⇒「その期間は延長されない。」 

 

 

□ 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定

所に求職の申込みをした日以後の最初の 7日については支給されず、この 7日には、

その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含

まれる。 

（× H19 ★） 

⇒「含まれない。」 

 

 

□ 特定受給資格者については待期が 3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後

最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算

して 4日になった日以降は受給することができる。 

（× H20 ★） 

⇒「7日」 
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□ 受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、

失業している日が通算して 5 日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場

合、その 5日について基本手当が支給されることはない。 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

待期期間中は、基本手当を支給されることはないので正しい設問になります。 
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【法 22】所定給付日数 

 

□ 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって

特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給

資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。 

（× H24 ★） 

⇒「受給することができない。」 

 

 

□ 60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第 20条第 2項に基づく受給期間延長の

申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除

き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して 2 か月以内にしなければならない。

（○ H24 ★） 

 

  

□ 60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第 20条第 2項に基づく受給期間の延

長は、1年を限度とする。 

（○ H24 ★） 
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□ 離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、

一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長す

ることは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延

長の対象とはならない。 

（○ H24 ★★） 

解説≫ 

 読みにくい文章です。 

まず論点は 2点あり、どちらも受給期間の延長のことを聞いてきています。 

受給期間の原則を考えると、「離職の日の翌日から起算して 1年間」 

 

この原則と問題文の 2つ目の論点を比較すれば、正解に近づきます。 

設問では、「当該離職の日まで（つまり在籍中）の傷病期間に相当する日数は受給期間の

延長の対象としない。」とあります。 

延長できるのは、離職後の傷病に関してです。 

  

特に読みにくい文章に関しては、後半の論点に正誤が隠されていることが多いので、

迷ったときは、後半の論点重視で読み解いてください。 
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□ 特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢によって異

なることはない。 

（○ H15 ★） 

POINT≫【一般の受給資格者】（就職困難者、特定受給資格者以外） 

算定基礎期間 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 

 

POINT≫【就職が困難な者】 

 1年未満 1年以上 

45歳未満  

150日 

300日 

45歳以上 65歳未満 360日 

 

 

POINT≫【特定受給資格者】 

 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 

 

180日 

 

210日 

 

240日 

35歳以上～ 

45歳未満 

 

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 

 

解説≫ 

雇用保険に関しては、数字がらみの問題が多いのが特徴です。 

数字に関しては、白黒はっきりしています。覚えるのは大変ですが、本試験まで完璧

に覚える必要があります。 
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□ 特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が 10 年未

満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。 

（○ H15 ★） 

解説≫ 

「特定受給資格者以外の受給資格者」とは、一般の受給資格者であり、年齢にかかわら

ず算定基礎期間の区分になります。 

 

 

□ 特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が 20 年以上であれば、基準

日における年齢にかかわらず、所定給付日数は 180日である。 

（× H23 ★） 

⇒「150日」 

解説≫ 

「特定受給資格者以外の受給資格者」とは、一般の受給資格者であり、年齢にかかわら

ず算定基礎期間の区分になります。設問では、20年以上なので 150日になります。 

 

 

□ 特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が 2年の場合、基準日における年

齢にかかわらず、所定給付日数は 90日である。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 基準日において 30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が 5 年未満の受給資格

者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は

90日となる。 

（○ H15 ★） 

 

 

□ 被保険者であった期間が 1年未満の受給資格者の所定給付日数は、すべての年齢区分

において、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、90日となる。 

（○ H15 ★） 
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□ 特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日（当該受給資格に係る離職

の日。以下同じ。）において 60歳以上 65歳未満であり、かつ被保険者であった期間

が 10年以上 20年未満の場合、210日である。 

（○ H15 ★） 

解説≫ 

特定受給資格者の所定給付日数です。 

条件は、 

・60歳以上 65歳未満 

・被保険者期間 10年以上 20年未満 

ということで 210日になります。 

 

 

□ 特定受給資格者のうち、基準日において 30 歳以上 45歳未満の者の所定給付日数は、

被保険者であった期間が 1年以上 5年未満の場合、120日である。 

（× H15 ★） 

⇒「90日である。」 

解説≫ 

特定受給資格者の所定給付日数です。 

条件は、 

・30歳以上 45歳未満 

・被保険者期間 1年以上 5年未満 

ということで 90日になります。 

 

 

□ 基準日において 62歳であり、かつ算定基礎期間が 5年未満の者については、離職理

由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は 90日である。 

（× H18 ★） 

⇒「150日である。」 

解説≫ 

一般の受給資格者の所定給付日数です。 

条件は、 

・62歳 

・被保険者期間 5年未満 

ということで 90日になります。 
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□ 基準日において 50歳で、算定基礎期間が 20年以上の者が倒産・解雇等により離職し

た場合、当該受給資格者の所定給付日数は 360日である。 

（× H18 ★） 

⇒「330日である。」 

 

 

□ 算定基礎期間がいずれも 5年以上 10年未満である特定受給資格者のうち、基準日の

年齢が 40歳の者と 32歳の者とを比較した場合、前者の所定給付日数は後者の所定給

付日数よりも 30日多い。 

（× H18 ★） 

⇒「所定給付日数は同じく 180日である。」 

 

 

□ 基準日において 29 歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、

かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が 150 日を超えることはない。

（× H18 ★） 

⇒「算定基礎期間が 10年以上の場合は、所定給付日数は 180日である。」 

 

 

□ 受給資格に係る離職の日に満 62歳で、算定基礎期間が 25年である特定受給資格者の

場合、基本手当の所定給付日数は 270日である。 

（× H20 ★） 

⇒「240日である。」 

 

 

□ 算定基礎期間が 1 年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満 25

歳であっても満 62歳であっても、所定給付日数は 90日である。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 算定基礎期間が 12年である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満 42歳で

ある者の所定給付日数は、満 32歳である者の所定給付日数よりも多い。 

（○ H23 ★） 
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□ 基準日における年齢が 45歳以上 60歳未満である特定受給資格者の場合、算定基礎期

間が 22年であっても 35年であっても、所定給付日数は 330日である。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 雇用保険法第 22条第 2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」

に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満 40 歳

であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は

300日となる。 

（× H21 ★） 

⇒「算定基礎期間が 1年以上の場合」 

 

 

□ 受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Ａのところで雇用される 3か月

前まで、他の事業主Ｂに被保険者として雇用されていた場合、Ｂでの離職により基本

手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていな

くても、Ｂで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算さ

れない。 

（× H21 ★） 

⇒「算定基礎期間として通算される。」 
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【法 23条第 2項】特定受給資格者 

 

□ 過去 1年間に、事業活動の縮小に伴って、当該事業所で雇用される被保険者（短期雇

用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く。）の半数以上が解雇や退職勧奨に

より離職したため、会社の将来を悲観して自ら退職した者は、特定受給資格者に該当

する。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【特定受給資格者】 

①倒産、適用事業所の縮小若しくは廃止に伴うもので省令で定めるもの 

●倒産（破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始等に伴い離職した者 

●事業場の廃止に伴い離職した者 

●事業場の移転により通勤が困難となったため離職した者 

●雇用対策法の規定により大量の雇用変動届が出されたため離職した者及び被保険者の

3分の 1を超える被保険者が離職したため離職した者 

 

②解雇（自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。）その他省令で定める理由

により離職した者 

●労働契約の締結の際に明示された労働条件が著しく相違したこと 

●引き続き 2月以上、賃金（退職手当を除く）の額の 3分の 1を上回る額が支払われな

かったとき 

●事業主から退職勧奨を受けたとき 

●事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き 3 か月以

上となったとき 

●離職日の属する月の前 3月間に 36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準

に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと 

●事業所の業務が法令に違反したこと 

その他 
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□ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者

とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者と

なりうる。 

（× H17 ★） 

⇒「公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりうる。」と

いう規定はないため誤り。 

解説≫ 

前半の論点は正しい内容です。 

後半の論点は、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者に対して、公共職

業安定所長が、その行為を許してあげ（宥恕）、特定受給資格者になるような規定はない

ので誤りになります。 

 

 

□ 事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、事業主が行政機関から違反状態

の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認め

られる場合にのみ、特定受給資格者となる。 

（× H17 ★★） 

⇒「事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内に

これに従わなかった事実が認められる場合にのみ」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

 事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、特定受給資格者になります。 

是正等々の要件はありません。 

問題分の中に、「合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ」 

という「のみ」という限定的な用語は注意が必要です。 

 

 

□ 過去 1年間に「労働基準法第 36条第 1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に

関する基準」が定める労働時間の延長の限度（年 360時間）を超える時間外労働が行

われたことを理由として離職した者は、離職の直前の 3か月間の時間外労働の時間数

の多寡に関わりなく、特定受給資格者となる。 

（× H17 ★） 

⇒「離職の直前の 3か月間の時間外労働の時間数の多寡に関わりなく、」を削除すれば正

しい。 

解説≫ 

離職日の属する月の前 3月間に 36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準

に規定する時間を超える時間外労働が行われた場合に、特定受給資格者になります。 
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□ 勤務先の会社について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い離職した者

は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資

格者に該当しない。 

（× H20 ★） 

⇒「該当する。」 
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【法 13条】基本手当の受給資格、算定基礎期間 

 

□ 特定理由離職者については、基準日以前 1年間に被保険者期間が通算して 6か月以上

あれば、基準日以前 2 年間に被保険者期間が通算して 12か月以上なくても、他の要

件をみたす限り、基本手当を受給することができる。 

（○ H22 ★） 

【法 13条】 

①基本手当は、被保険者が失業した場合において、原則、離職の日以前２年間に、被保

険者期間が通算して 12箇月以上であったときに、支給する。 

 

②特定理由離職者及び特定受給資格者となる者（①の規定により基本手当の支給を受け

ることができる資格を有することとなる者を除く。）については、離職の日以前 1年間に、

被保険者期間が通算して 6か月以上であったときに、基本手当を支給する。 

 

 

□ 体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由離職者に該当する

ことはない。 

（× H20 ★） 

⇒「該当することはある。」 

POINT≫【特定理由離職者】 

特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者以外の者で下記に該当する者 

①期間の定めのある労働契約の期間満了、かつ、契約の更新がなく離職した者 

②正当な理由のある自己都合により離職した者 

・体力の不足、視力・聴力の減退（設問の場合） 

・妊娠、出産、育児等により離職 

・人員整理等で希望退職者の募集に応じた場合 

 

解説≫ 

特定受給資格者は倒産、解雇等により離職した者で、特定理由離職者は、一定の雇止

めや体力不足等の正当な理由がある者をいいます。 

いずれにしても、特定受給資格者と特定理由離職者という制度により、離職者のセーフ

ティ‐ネットを広げた形になります 

当然、基本手当の受給要件や所定給付日数等のメリットがあります。 
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□ 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職

した者は、特定理由離職者に当たらない。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 契約期間を 1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契

約を、1回更新して 2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかか

わらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、

特定理由離職者に当たる。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理

由離職者に当たる。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

通勤困難とは、往復所要時間おおむね 4時間以上とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



雇用保険法 2014 

 

 

        Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.   67 

 

【法 24条】訓練延長給付 

 

□ 受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し

込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを

拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が支給されること

がある。 

（× H25 ★） 

⇒「支給されることはない。」 

 

 

□ 訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等（その期

間が 2 年を超えるものを除く。）を実際に受けている期間内の失業している日につい

て、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のよ

うな公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外であ

る。 

（× H22 ★） 

⇒「訓練延長給付の対象である。」 

解説≫ 

 公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、90日を限度に失業している間も、

訓練延長給付の対象になります。 

 

 

□ 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等（その期間が 2年を超える

ものを除く。）を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保

険法第 21 条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共

職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く 30 日間を限度として、所定給付日

数を超えてその者に基本手当を支給することができる。 

（× H25 ★） 

⇒「待期している期間内」 

⇒「90日間を限度として」 
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【法 25】広域延長給付 

 

□ 厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に

関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に

就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就く

ことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当

該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。 

（× H25 ★） 

⇒「求職者が他の地域に～職業紹介活動を行わせなければならない。」という規定はない

ため誤り。 

 

 

□ 広域延長給付を受けている者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更

した場合には、引き続き広域延長給付を受けることができるが、延長できる日数の限

度は、移転の前後を通じて 90日である。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 広域延長給付の措置の決定がなされた場合、その決定の日以後に他の地域からその対

象地域に移転した受給資格者は、その移転の理由いかんに関わらず、当該広域延長給

付を受けることができない。 

（× H17 ★★） 

⇒「その移転について特別の理由があると認められる場合には、広域延長給付が行われ

ることがある。」 
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【法 27】全国延長給付 

 

□ 全国の失業状況が悪化し、連続する 4月間の各月の基本手当受給率が 100分の 4を超

えている場合であっても、 その期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の

末日における被保険者の数で除して得た率がその期間において低下する傾向にある

ならば、全国延長給付は行われない。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

全国延長給付に関しては、連続する 4月間、基本手当受給率が 100分の 4というよう

に 4という数字がキーワードになります。 

 

 

□ 全国延長給付は、連続する 4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者

の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除

して得た率が、それぞれ 100分の 3となる場合には、支給されることがある。 

（× H25 ★） 

⇒「100分の 4」 

 

 

□ 広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施されるものであり、その

期間の末日が到来したときは、延長日数が 90 日に達していない受給資格者について

も、その日限りで当該延長給付は打ち切られることになる。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも 90日である。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付により、所定給付日数を超えて基本手

当が支給される場合、その日額は、本来の基本手当の日額の 100分の 80に相当する

額となる。 

（× H19 ★） 

⇒「本来の基本手当の日額に相当する額となる。」 
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□ 基準日において 45 歳未満である受給資格者が個別延長給付を受けるためには、厚生

労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として

厚生労働大臣が指定する地域内に居住していることが必要である。 

（× H22 ★） 

⇒このような規定はないため誤り。 

 

 

□ 広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後で

なければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域

延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者につ

いて全国延長給付は行わない。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

 延長給付に関しての、優先順位の問題です。 

個別延長給付 ⇒ 広域延長給付 ⇒ 全国延長給付 ⇒ 訓練延長給付  

の順番になります。 
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【法附則第 5条】個別延長給付 

 

解説≫ 

個別延長給付は、平成 26年 3月 31日以前である受給資格者（特定受給資格者及び特定

理由離職者に限る。）に係る暫定措置です。 

 

□ 個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であっても、同時に訓練延長給

付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終わった後でなければ、

個別延長給付は行われない。 

（× H22 ★） 

⇒「まず個別延長給付が行われ、それが終わった後でなければ、訓練延長給付は行われ

ない。」 

 

 

□ 個別延長給付の日数は原則として 60日であるが、基準日に 30歳未満である受給資格

者については 30日となる。 

（× H22 ★） 

⇒「基準日に 35歳以上 60歳未満で、かつ、算定基礎期間が 20年以上の特定受給資格者

及び特定理由離職者（本人が希望したが契約更新がなかった場合）については、」 
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【法 36条】技能修得手当及び寄宿手当 

 

□ 技能習得手当には、受講手当、研修手当及び通所手当の 3種類がある。 

（× H15 ★） 

⇒「受講手当、通所手当の 2種類である。」 

 

 

□ 技能習得手当には、受講手当と通所手当の 2種類がある。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基

づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共

職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間

について、技能習得手当を受給することができる。 

（○ H22 ★★） 

解説≫ 

 離職理由による給付制限の規定により、基本手当が支給されない期間は、技能修得手

当（受講手当、通所手当）も支給されません。 

ただし、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、

給付制限が解除され技能修得手当が支給されます。 

 

 

□ 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以

外の日についても、支給されることがある。 

（× H19 ★） 

⇒「支給されることはない。」 

 

 

□ 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日で

あって、基本手当の支給対象となるものについて支給されるが、当該受給資格者に自

己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことにな

った日については、受講手当の支給が認められている。 

（○ H15 ★） 

 

 



雇用保険法 2014 

 

 

        Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.   73 

 

□ 受講手当の日額は、2,000円である。 

（× H15 ★） 

⇒「500円である。」 

 

 

□ 受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、500円又は 700円と

されている。 

（× H22 ★） 

⇒「年齢にかかわらず、一律 500円である。」 

 

 

□ 受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し、300メートル

余りの距離を徒歩により通所する場合にも、通所手当が支給される。 

（× H22 ★） 

⇒「通所手当は支給されない。」 

解説≫ 

 通所手当は、設問のように徒歩の場合と通所距離が片道 2ｋｍ未満の場合、原則支給

されません。 

 

 

□ 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿

する場合に、その寄宿する期間について支給されるものであり、その者により生計を

維持されている同居の親族がいるか否かは問わない。 

（× H15 ★） 

⇒「その者により生計を維持されている同居の親族がいない場合には支給されない。」 

 

 

□ 寄宿手当の額は、当該受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長さによって異な

ることはない。 

（○ H19 ★） 
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【法 37】傷病手当 

 

【法 37条】 

傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後

において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、受給期間内の当該

疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日（疾病又は負傷のため

に基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。）につ

いて支給する。 

 

□ 傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して

求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居

の親族の請求に基づき支給される。 

（× H15 ★） 

解説≫ 

2か所誤りがあります。 

1 つは、傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをし

た後に疾病又は負傷のために継続して 15 日以上職業に就くことができない場合に支給

されます。 

あくまで、「求職の申し込み後に疾病等のため～」というのが要件になります。 

もう 1つは、傷病手当の請求は、本人請求になります。 

 

 

□ 受給資格者が、公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行った後、病気のため職業

に就くことができない状態となった場合、その期間が継続して 12 日であれば、傷病

手当は支給されない。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

求職の申し込み後、傷病により引き続き職業に就くことができない期間に関して、日

数により手続きが異なります。 

●15日未満 

⇒証明書の認定により基本手当の支給可能 

●15日以上 30日未満 

⇒傷病手当支給 

●30日以上 

⇒傷病手当支給又は受給期間の延長 



雇用保険法 2014 

 

 

        Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.   75 

 

 

□ 同じ日について基本手当と受講手当を受給することはできるが、同じ日について基本

手当と傷病手当を受給することはできない。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は

負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が

30 日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受

給することができる。 

（× H22 ★） 

解説≫ 

設問の論点が掴みにくい問題です。 

このような問題は、まず主語（起）と末尾（結）を押さえてから中身を見て行きます。 

主語は「受給資格者が」 

末尾は「傷病手当を受給することができる。」 

つまり、論点としては、受給資格者の傷病手当の受給要件を聞いてきているだけです。 

設問を頭から読みだすと 

・出頭して求職の申し込みを行う前～ 

・30日以上継続したこと～ 

等で論点がぶれてしまいます。 

 

 

□ 傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に 100分の 90 を乗じて得た金

額であり、支給される日数は、同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基

本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となる。 

（× H22 ★） 

⇒「基本手当の日額に相当する額であり」 

解説≫ 

論点が 2点あり、前半の論点が誤りです。後半は正しい論点です。 

論点をしっかり分けて、それぞれに正誤を付けていくとすっきりと解答できると思いま

す。 

また、あくまで傾向ですが、社労士の本試験で論点が 2 つある場合は、後半の論点に正

誤が隠されているケースが多いのを実感してください。（今回は前半の論点ですが） 
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【法 37条の 2～4】高年齢継続被保険者の求職者給付 

 

□ 算定基礎期間が 1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金の額は、解

雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の 50 日分、それ以外の理由による

離職者であれば基本手当の日額の 30日分となる。 

（× H19 ★） 

⇒高年齢求職者給付金の額は、解雇・倒産等による場合で、支給日数が変わることはな

いので誤り。 

POINT≫【高年齢求職者給付金の額】 

算定基礎期間 1年未満 1年以上 

支給日数 30日 50日 

●基本手当の日額に相当する額に、上記の日数を乗じた額を一時金として支給 

 

●高年齢受給資格者 

⇒高年齢求職者給付金を受けられる人のことを指します。 

●高年齢受給資格の要件 

⇒離職の日以前 1年間に、被保険者期間が通算して 6か月以上の場合 

●失業の認定は、1回限りです 
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□ 高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離

職時において 30 歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の

上限が適用される。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

意味が掴みにくい論点です。 

賃金日額の離職日の年齢には 65 歳以上はありません。つまり、65 歳以上の高年齢継続

被保険者が離職した場合の賃金日額の上限額に関しては、単に「30歳未満」と同じ「12,810

円」を適用するということにしているだけです。 

 

POINT≫賃金日額の下限額及び上限額 

離職日の年齢 上限額 下限額 

60歳以上 65歳未満 14,940円  

2,310円 45歳以上 60歳未満 15,660円 

30歳以上 45歳未満 14,230円 

30歳未満 12,810円 

●年金を受給できる年代でもあるので、一番低い金額を使っています。 

●特例一時金（短期雇用特例被保険者の賃金日額の上限も同様 

 

 

□ 高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たり、基準日ま

で引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち 65 歳に達した日以後

の期間については、当該期間に 10分の 9を乗じて得た期間分のみが算入される。 

（× H19 ★★★） 

⇒「10分の 10を乗じて得た期間分」 

解説≫ 

高年齢求職者給付金の 65歳以後の期間の計算上の論点です。 

条文では、「当該期間に 10分の 10を限度として厚生労働省令で定める率を乗じて得た期

間分を算定基礎期間に算入する。」とあります。 

つまり、「期間に率を掛けて減らすということは、給付自体押さえる仕組みをあらかじめ

法律上用意している。」ということですが、現在の率は、「10分の 10」ということで誤り

になります。 
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□ 高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して 1年を経

過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き 30 日以上職業に就く

ことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。 

（× H19 ★） 

⇒「その日数分が加算されることはない。」 

解説≫ 

傷病等により職業に就くことができなくても受給期間は延長されません。 

特例一時金も同様です。 

 

 

□ 高年齢求職者給付金については、基本手当の待期及び給付制限に関する規定は準用さ

れない。 

（× H19 ★） 

⇒「準用される。」 

 

 

□ 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職

の日の翌日から起算して 6か月を経過する日である。 

（× H24 ★） 

⇒「1年を経過する日までである。」 

POINT≫ 

 高年齢求職者給付金 特例一時金 

支給要件 離職の日以前 1年間に被保険者期間が通算して 6か月以上あること 

（最長 4年まで延長あり） 

受給期間 離職の日の翌日から起算して 1年 

延長なし 

離職の日の翌日から起算して6か月 

延長なし 

支給日数 算定基礎期間 1年未満…30日分 

算定基礎期間 1年以上…50日分 

30日分 

（当分の間 40日分） 

認定 失業の認定は、1回限り。一時金で支給。 

その他 ・求職の申し込みを行うこと 

・待期期間、給付制限等は、受給資格者と同様 
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□ 高年齢受給資格者である Xの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が 15か月であ

る場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額

の 50日分に相当する額を下回ることはない。 

（× H24 ★★） 

⇒「下回ることがある。」 

解説≫ 

 読みにくい設問です。 

まず、Ｘの算定基礎期間が 15か月ということは、1年以上に該当しますので、支給日数

は 50日分になります。 

失業の認定は、離職の日の翌日から起算して 1年を経過する日（受給期限日）までに、

管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをし、失業の認定を受ける必要がありま

す。 

失業の認定日から受給期限日までの日数が、50日を切ってしまえば、当然、50日を下回

ってしまいます。 

 

 

□ 高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。

（× H24 ★★） 

⇒「できる。」 

解説≫ 

 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者は、要件に該当すれば、日雇労働求

職者給付金の受給資格を取得することができます。 

ただし、同日に高年齢求職者給付金と日雇労働求職者給付金を併給することはできませ

ん。 

 

 

□ 日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

一般被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者になる

ことはできないので正解です。 
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□ 高年齢受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公

共職業安定所に出頭し、失業認定申告書（様式第 14 号）に住民票記載事項証明書を

添えて、提出しなければならない。 

（× H24 ★） 

⇒「高年齢受給資格者失業認定申告書に、原則として雇用保険高年齢受給資格者証」 
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【法 38条～法 41条】短期雇用特例被保険者 

 

□ 短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き 1年（受給要件の緩和が認められる

期間を除く。）を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われること

はない。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

 短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて 1 年以上雇用されるに至った場

合には、1年以上雇用されるに至った日以後、短期雇用特例被保険者でなくなります。 

ということで、特例一時金は支給されません。 

 

 

□ 短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給するためには、算定対象期

間に係る被保険者期間が通算して 6か月以上あることが必要であるが、この場合の被

保険者期間は、暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が 11日以上ある月を 1か月

として計算する。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 短期雇用特例被保険者が失業した場合には、特例一時金として、その者を一般の受給

資格者とみなして計算した基本手当の日額の 50 日分（失業認定日から受給期限日ま

での日数が 50日未満の場合にはその日数分）が支給される。 

（× H16 ★） 

⇒「30日分（当分の間 40日）が支給される。」 

確認≫ 

「失業認定日から受給期限日までの日数が 50 日未満の場合にはその日数分」に関して

は、50日を 30日に直せば正しい文章になります。 

 

 

□ 特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本

手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額

の 30日分であるが、当分の間は、当該日額の 40日分が支給される。 

（○ H20 ★） 
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□ 短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日

の翌日から起算して 90 日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申

込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。 

（× H16 ★） 

⇒「離職の日の翌日から起算して 6か月を経過する日までに」 

 

 

□ 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して

6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業

していることについての認定を受けなければならない。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 特例一時金は、特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合でも、そ

のために減額されることはない。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

特例受給資格者および高年齢受給資格者の共通論点として、求職の申し込みの日以後

失業の認定があった日の前日までの間に自己の労働による収入があっても、減額は行わ

れません。 

 

 

□ 特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、

特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出した上で、職業の紹

介を求めなければならない。 

（○ H21 ★） 
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□ 短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受け

る前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間が 20 日

以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、

その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。 

（× H16 ★） 

⇒「30日（当分の間 40日）以上 2年以内」 

解説≫ 

 特例受給資格者が、特例一時金を受給する前に、公共職業安定所長の指示により公共

職業訓練等を受けることができます。 

その場合、特例一時金ではなく、一般の求職者給付（傷病手当以外）を受けることがで

きます。 

通常は、一時金しかもらえませんが、職業訓練等を受けながら最長 2 年まで基本手当を

受けることができるということです。 

 

 

□ 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共

職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同

様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。

（× H20 ★） 

⇒「受給することはできる。」 
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【法 42条～法 56条の 2】日雇労働求職者給付金 

 

POINT≫【支給要件】 

普通給付 特例給付 

失業の日の属する月の前２ヶ月間に、印紙

保険料が通算して 26 日分以上納付されて

いること。 

 

 

 

基礎期間（継続する６ヶ月間）に印紙保険

料が各月 11日以上 、かつ、 通算して 78

日分以上納付されていること。 

●78日の根拠 

⇒普通給付（26日分／前２ヶ月間）×３ 

●基礎期間のうち、後の５ヶ月間に普通給

付の支給を受けていないこと。 

●基礎期間の最後の月の翌月以後２ヶ月

間に普通給付による給付金の支給を受け

ていないこと 

 

POINT≫【失業の認定】 

普通給付 特例給付 

失業していることにつき認定を受けた日に支給 

・失業の認定を受けようとする者は、原則、

その者の選択する公共職業安定所に出頭

し、求職の申し込みをする。 

・失業の認定は、公共職業安定所で、 

日々その日に行う。 

・管轄公共職業安定所長に対し、文書で、

日雇労働被保険者手帳を提出し受給の申

し出を行う。 

・失業の認定は、管轄公共職業安定所にお

いて、申出日から起算して 4週間に 1回ず

つ行う。 

【支給】 

公共職業安定所において、失業の認定を行

ったひに支給 

【支給】 

失業の認定を受けた日（最大 24 日）分を

支給 

解説≫ 

 イメージとして、普通給付はごく一般的な日雇労働者であちこちで働きます。 

つまり職安も自ら選択することになります。 

特例給付は、山奥のダム工事現場をイメージしてください。雪が積もりだすと仕事がス

トップし失業です。 

同じ現場なので、管轄の職安が窓口になり、支給要件も継続 6月間に各月 11日以上で、

通算 78日というように、普通給付より、スパンが長い制度になります。 
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□ 日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付に関する失業の認定は、その者の選択する

公共職業安定所（職業安定局長が定める者にあっては、職業安定局長の定める公共職

業安定所）において、日々その日について行われる。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を受給することができる

ときは、その者が同時に基本手当の受給資格を満たしていても、基本手当の支給を受

けることはできない。 

（× H20 ★★） 

⇒「基本手当の支給を受けることができる。」 

解説≫ 

 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、受給資格者である場合の給

付の調整の内容です。 

一般の会社を辞め（受給資格者）、その後日雇労働被保険者の要件を満たしたような状況

下で、基本手当を受けた時は、日雇労働求職者給付金は支給されず、日雇労働求職者給

付金を受けた時は、基本手当を支給されないということです。 

 

 

□ 高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。

（× H24 ★） 

⇒「取得することができる。」 

解説≫ 

一定の要件を満たせば、高年齢受給資格者であっても、日雇労働求職者給付金の受給

資格を取得することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



雇用保険法 2014 

 

 

        Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.   86 

 

□ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する

業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起

算して 1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。 

（× H25 ★） 

⇒「その拒んだ日から起算して 7日間」 

POINT≫【給付制限】 

●正当な理由がないのに公共職業安定所の職業紹介を拒んだとき 

⇒拒んだ日から起算して７日、日雇労働求職者給付金は支給されない。  

 

●偽りその他不正な行為により、日雇労働求職者給付金を受けようとしたときは、やむ

を得ない理由があると認められる場合を除き、その支給を受け、又は、受けようとした

月及びその月の翌月から３ヶ間日雇労働求月職者給付金は支給されない。 

（つまり 4月間） 

 

 

□ 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、

その月の前 2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して 45日分

である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して

17日分を限度として支給される。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 各週（日曜日から土曜日までの 7 日をいう。）につき日雇労働被保険者が職業に就か

なかった最初の日については、日雇労働求職者給付金は支給されない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、

その月の前 2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して 28日分

である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して

13日分を限度として支給される。 

（○ H24 ★） 
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□ 日雇労働求職者給付金の日額は、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も、いわ

ゆる特例給付も、現状では 7,500円、6,200円及び 4,100円の 3種類である。 

（○ H24 ★） 
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【法 53条～55条】日雇労働求職者給付金の特例給付 

 

□ 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇

用保険法第 53条第 1項第 2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後 4月間（当該特

例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該 4 月の期間内にあるときは、

同日までの間）に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていない

ことが必要である。 

（× H24 ★）  

⇒「2月」 

 

 

□ 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に 1回失業の認定

を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日

に最大で 24日分が支給されることになる。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇

用保険法第 53条第 1項第 2号にいう基礎期間のうち後の 5月間に日雇労働求職者給

付金のいわゆる普通給付又は特例給付の支給を受けていないことが必要である。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が

失業した場合において継続する 6か月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保

険料が各月 11日分以上、かつ、通算して 78日分以上、納付されていることが必要で

ある。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇

用保険法第 53条第 1項第 2号にいう基礎期間のうち後の 5月間に日雇労働求職者給

付金のいわゆる普通給付又は特例給付の支給を受けていないことが必要である。 

（○ H24 ★） 
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【法 56条の 3】就職促進給付 

 

解説≫ 

就職促進給付のポジションから解説していきます。 

雇用保険法には、2つの大きな柱があります。 

1つが「失業等給付」でもう一つが「雇用保険二事業」になります。 

失業等給付には、さらに 4つあります。 

①職を求めている人に対しての「求職者給付」。まさに失業中です。 

②少しでも早く職に就いてほしいという行政の想いを具体化した就職を促すための 

「就職促進給付」 

③教育や訓練をした人に対する「教育訓練給付」（失業中、在籍中） 

④高齢や介護、育児で働きにくい環境になっても、なんとか雇用を継続してほしいとい

う行政の想いを具体化した「雇用継続給付」 

以上 4つあります。 

就職促進給付は、このうち 2つ目に当たります。 

 次に就職促進給付の内容を見ていきます。 

就職促進給付は、①就業促進手当 ②移転費 ③広域求職活動費の 3つあります。 

すべて現金での給付のため、「○○手当」「○○費」という名称になります。 

間違っても「○○給付」はありません。 

簡単に言うと（要件は他にありますが・・・） 

②移転費は、公共職業安定所の紹介した職業に就くためにかかった交通費 

③広域求職活動費は、広範囲にわたる求職活動をする場合の交通費 

ということになります。 

 

やっかいなのが、①就業促進手当。 

就業促進手当は、就業形態によりさらに 3つあります。 

①非常用型（アルバイト等）に対する「就業手当」 

②常用型に対する「再就職手当」 

③常用型で就職困難者に対する「常用就職支度手当」 

 

どの受給資格者に支給されるかを押さえてください。 

 

まず押さえるのは、高年齢受給資格者には、就職促進給付は支給されません。 

（65歳以上は、一般的に定年を迎えます。国としては、積極的に就職を促進しないとい

うことです。） 

●一般被保険者（受給資格者）に対しては 
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⇒就業促進手当、移転費、広域求職活動費 

●短期雇用特例被保険者（特例受給資格者）、日雇労働被保険者（日雇受給資格者） 

に対いては 

⇒常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費 

（就業手当、再就職手当は、一般被保険者のみになります。） 

 

支給対象者が、受給資格者なのか、特例受給資格者なのか、日雇受給資格者なのか、明

確に押さえていってください。 

例えば、受給資格者等という表現であれば、受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給

資格者、日雇受給資格者すべて含まれるので、十分に注意してください。 

 

 

□ 就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の 3つがある。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の 3つがある。 

（○ H16 ★） 
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【法 56条の 3第 1項】就職促進手当 

 

POINT≫【就業手当・再就職手当・常用就職支度手当】 

就業手当 再就職手当 常用就職支度手当 

 

受給資格者 

・受給資格者 

・特例受給資格者 

・日雇受給資格者 

で、就職困難者 

就職日の前日において 

基本手当の支給残日数 

⇒所定給付日数の 

3分の 1以上、かつ、45日

以上 

 

就職日の前日において 

基本手当の支給残日数 

⇒所定給付日数の 

3分の 1以上 

 

就職日の前日において基本

手当の支給残日数 

⇒、所定給付日数の 

3分の 1未満 

 

職業に就き又は事業を開始

したこと 

（再就職手当の支給対象以

外） 

⇒1日以上 1年以下 

1 年を超えて引き続き雇用

されることが確実と認めら

れる職業に就き、または 

事業を開始したこと 

⇒1年超 

1 年以上引き続き雇用され

ることが確実であると認め

られる職業に就いたこと 

 

⇒1年以上 

自営業は支給 自営業は不支給 

離職前の事業主に再雇用されたものでないこと 

離職理由による給付制限を受けた場合 

⇒待期満了後 1 か月間は、公共職業安定所、職業紹介事

業者の紹介により職業に就いたこと 

公共職業安定所、職業紹介

事業者の紹介により職業に

就いたこと 

雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した 

事業主に雇用されたものでないこと 

 

 安定した職業に就いた日前 3年以内の就職について 

再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこ

と 
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□ 受給資格者が、離職後、待期の期間内に、厚生労働省令で定める安定した職業以外の

職業に就いた場合、就業促進手当の 1つである就業手当が支払われることはない。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

 就職促進手当（就業手当、再就職手当、常用就職支度手当）は、待期期間経過後の就

職（又は事業の開始）でなければ支給されません。 

 

 

□ 受給資格者が当該受給資格に係る離職前の事業主に臨時アルバイトとして雇用され

た日については、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、就業手当を受給する

ことはできない。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

 就業手当の支給要件の一つに離職前の事業主（関連事業主を含む。）に再び雇用された

ものでないことがあります。 

再就職手当も常用就職支度金も同様です。 

 

 

□ 就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に 10分の 4を

乗じて得た額である。 

（× H21 ★） 

⇒「10分の 3」 

POINT≫【就業手当・再就職手当の支給額】 

就業手当 再就職手当 

現に職業に就いている日につき 

基本手当の日額×10分の 3 

①支給残日数が所定給付日数の 

3分の 2未満の場合 

⇒ 

基本手当日額×（支給残日数×10分の 5） 

②支給残日数が所定給付日数の 

3分の 2以上の場合 

⇒ 

基本手当日額×（支給残日数×10分の 6） 
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□ 就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に 10 分

の3を乗じて得た額であるが、平成24年3月 31日までの間に就業した日については、

暫定的に、基本手当日額に 10分の 4を乗じて得た額とされている。 

（× H23 ★） 

解説≫ 

後半の規定はないため誤りになります。 

 

 

□ 再就職手当の額は、基本手当の日額（所定の上限額を超える場合にはその上限額）に、

支給残日数の 10 分の 5（その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数

が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3 分の 2 以上であるものにあっては、10 分

の 6）に相当する日数を乗じて得た額である。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、

当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して 1か月以内に、就業手当支給申

請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 

（× H23 ★） 

⇒「就業手当支給申請書に受給資格者証を添えて 4週間に 1回、失業の認定の対象とな

る日について、失業の認定を受ける日に申請をしなければならない。」 

解説≫ 

基本手当と同時に管轄公共職業安定所の長に申請を行います。 

 

 

□ 就業手当が支給された場合には、その支給日数に相当する日数分の基本手当が支給さ

れたものとみなされ、当該受給資格者の基本手当の支給残日数は減少する。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定

所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当を受給することが

できない。 

（× H16 ★） 

⇒「待期期間満了後 1か月の期間内については、、公共職業安定所等の紹介により就業し

た場合でなければ、」 
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□ 受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、

公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要

であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることは

ない。 

（× H23 ★） 

⇒「支給されることはある。」 

解説≫ 

 待期期間の満了後 1 か月を経過した後であれば、公共職業安定所等の紹介によらない

場合でも支給される。 

 

 

□ 受給資格者が雇用保険法第 21 条の定める待期の期間中に就職したため基本手当が支

給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは可能である。 

（× H17 ★） 

⇒「再就職手当の支給を受けることはない。」 

 

 

□ 受給資格者が自ら事業を開始した場合、当該事業によりその者が自立することができ

ると公共職業安定所長が認めない限り、再就職手当を受給することはできない。 

（○ H17 ★） 
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□ 2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、再就職手

当の支給を受けることは妨げられない。 

（× H17 ★） 

⇒「できない。」 

解説≫ 

 末尾の「妨げられない。」という否定を重ねて肯定の表現に戸惑うところです。 

例えば、 

・出来ないわけではない。 

⇒「出来ない（否定）＋わけでない（否定）」⇒肯定 

・不可能ではない。 

⇒「不可能（否定）＋ではない（否定）」⇒肯定 

・妨げられない。 

⇒「妨げ（否定）＋ない（否定）」⇒肯定 

というように、単語を分解して、否定を重ねているのかどうか確認してください。 

設問では、受給資格者が安定した職業に就いた日前 3 年以内の就職に就いて再就職手当

又は常用就職支度手当の支給を受けたことがある場合には、再就職手当は支給されませ

ん。 

 

 

□ 受給資格者が安定した職業に就いた日前 3 年以内の就職について常用就職支度手当

を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給す

ることが可能である。 

（× H21 ★） 

⇒「再就職手当を受給することはできない。」 

 

 

□ 再就職手当の額の算定に当たっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、

基準日における年齢に応じて一律に定められた標準基本手当日額が用いられる。 

（× H21 ★） 

⇒標準賃金日額という規定そのものがないため誤り。 

解説≫ 

本試験で、初めて目にする用語が出てくれば、「創作用語」として、まず疑うことが必

要です。 

学習が進むにつれ、センサーがふるいにかけてくれます。 
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□ 甲会社からの離職により失業した受給資格者が、乙会社に就職して再就職手当の支給

を受けた場合、その後すぐに乙会社が倒産したため再び離職したとしても、甲会社か

らの離職に基づく基本手当を受給することはない。 

（× H17 ★★） 

⇒「基本手当を受給することはある。」 

解説≫ 

再就職手当の支給を受けて就職したが、倒産等により新たな受給資格を得ることなく、

前職の受給資格に係る受給期間内に再び失業した場合には、基本手当の支給残日数から

再就職手当の額に相当する日数分を差し引いた日数分の基本手当を受給できる場合があ

ります。 

難しい論点ですが、「転職先で受給資格を得ることなく倒産」ということは、少なくと

も就職して 6月以内（倒産なので特定受給資格者の受給資格）。 

当然転職先では受給資格を得ることなく失業。 

その失業が前職の受給期間内であれば、残りの基本手当を受給できる可能性があるとい

うことです。 

そもそも、再就職手当の場合は、支給残日数を 10分の 5（10分の 6）で調整しているの

で、計算上は残っています。 

いずれにしても、倒産等で、受給資格を得ることなく、前職の受給期間内であれば、基

本手当が受給できるという規定です。 

 

 

□ 基本手当の所定給付日数について雇用保険法第 22条第 2項に規定する「厚生労働省

令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない受給資格者であっても、就業

促進手当の 1 つである常用就職支度手当の支給を受けることができる場合がある。

（○ H18 ★★） 

 

 

□ 特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日か

ら起算して 6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度

手当を受給することができる。 

（○ H23 ★） 
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□ 移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった

場合、その事実が確定した日の翌日から起算して 10 日以内に移転費を支給した公共

職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を

返還しなければならない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために

住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。 

（× H21 ★） 

⇒「移転費の受給を受けることはできる。」 

 

 

□ 移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計

を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。 

（× H23 ★） 

⇒「異なる。」 

 

 

□ 訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が所定の基準により計

算した広域求職活動費の額の 100分の 80に相当する額以上であれば、広域求職活動

費は支給されない。 

（× H18 ★） 

⇒「その支給額が広域求職活動費の額に満たないときに差額が支給される。」 

 

 

□ 受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内

に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

広域求職活動費は、待期期間又は給付制限（職業紹介拒否、受講拒否、職業紹介拒否、

離職理由により給付制限）の期間が経過した後の広域求職活動を開始した場合に支給さ

れます。 
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□ 一般被保険者の基本手当以外の求職者給付に関する次のアからオまでの記述のうち、

誤っているものの組合せは、後記 Aから Eまでのうちどれか。 

（Dが誤り。H24 ★） 

 

(ア) 技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支

給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。（○） 

 

(イ) 受給資格者 X は、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事

故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受け

られなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる

場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。（×） 

⇒「傷病手当は支給される。」 

 

(ウ) 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給

されることはない。（○） 

 

(エ) 技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の 3種類がある。（×） 

⇒「受講手当と通所手当の 2種類である。」 

 

(オ) 寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはな

い。（○） 

 

(A)（アとウ） (B)（アとエ） (C)（イとウ） (D)（イとエ） (E)（エとオ） 
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【法 60条の 2】教育訓練給付金 

 

【法 60条の 4】 

教育訓練給付金は、被保険者等が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職

業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修

了した場合（当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場

合に限る。）において、支給要件期間が３年以上であるときに、支給する。 

 

□ 教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の

間、支給要件期間が 1年以上あれば、受給が可能とされている。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

教育訓練給付金の支給を受けたことがない者（初めて教育訓練給付金の支給を受ける

者）の支給要件期間は、1年になります。 

 

 

□ 教育訓練給付金は、教育訓練を修了した場合に支給されるものであり、途中で受講を

中止して当該教育訓練を修了しなかった場合には受給することができない。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 教育訓練の指定基準によれば、趣味的・教養的な教育訓練や、入門的・基礎的な水準

の教育訓練は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練

とは認められず、教育訓練給付金の支給対象とならない。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件

期間が 3 年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。

（× H16 ★） 

⇒「過去の教育訓練を開始した日」 
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□ 受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が、その前に乙事業所

で一般被保険者として雇用されていた場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係

る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が 1 年

以内でなければ、教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 受講開始時に適用事業Ａで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事

業Ｂで一般被保険者として雇用されていた場合、Ｂの離職後に基本手当を受給したこ

とがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Ｂにおける雇用期間

は通算されない。 

（× H21 ★） 

⇒「通算される。」 

解説≫ 

教育訓練給付金の支給要件期間は、基本手当の受給の有無に関係なくカウントされま

す。離職後 1年以内に雇用されていれば、通算されます。 
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□ 教育訓練給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、

後記 Aから Eまでのうちどれか。 

なお、本問において、「教育訓練」とは「雇用保険法第 60条の 2第 1項に規定に基づ

き厚生労働大臣が指定する教育訓練」のことである。 

（Cが誤り。H25 ★） 

 

ア 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として

認められるのは、入学料及び受講料（当該教育訓練の期間が 1 年を超えるときは、当該

1年を超える部分に係る受講料を除く。）（○） 

 

イ 教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了し

たことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明

がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。

（×） 

⇒「所定の要件を満たしても支給を受けることはできない。」 

 

ウ 教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除い

て、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して 1 か月

以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に

提出しなければならない。（○） 

 

エ 教育訓練給付金の額として算定された額が 5,000 円となるときは、教育訓練給付金

は、支給されない。（×） 

⇒「4,000円を超えないときは」 

 

オ 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌

日から起算して 7日以内に教育訓練給付金を支給する。（○） 

A（アとイ） B（イとウ） C（イとエ） D（ウとオ） E（イとオ） 
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□ 一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、

原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から 1年以内でなければならな

い。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 離職により一般被保険者資格を喪失した者が、離職日から 1か月後に病気になり、対

象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも、そのような期間が引き続き

30 日以上にならなければ、教育訓練給付金を受給するための受講開始日を、離職の

翌日から 1年より後に延ばすことはできない。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 教育訓練を受講するための交通費、パソコン等の器材の費用、支給申請時点で未納分

の受講料、検定試験の受験料は、いずれも教育訓練給付金の支給対象となる費用に含

まれない。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認

められるのは、入学料及び最大 1年分の受講料のみである。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 支給要件期間が 4年の者の場合、教育訓練給付金の上限額は 10万円である。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 支給要件期間が 30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が 60万円である場

合、受給できる教育訓練給付金の額は 10万円である。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

教育訓練給付の支給額は 

支給率として、100分の 20。 

支給額の上限は、算定額が 10万円を超えるときは 10万円になります。 
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□ 支給要件期間が 3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が 5万円である場合、

受給できる教育訓練給付金の額は 1万円である。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 支給要件期間 15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が 30万円である場合、

受給できる教育訓練給付金の額は 6万円である。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 教育訓練給付金の支給を受けるためには、原則として、対象となる教育訓練の受講が

修了した日の翌日から起算して 3か月以内に、管轄の公共職業安定所長に教育訓練給

付金支給申請書を提出しなければならない。 

（× H19 ★） 

⇒「1か月以内」 
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【法 61】高年齢雇用継続基本給付金 

 

【法 61条】 

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険

者を除く。）に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に 30 を乗じ

て得た額の 100分の 75に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支

給する。 

 

□ 60 歳に到達した時点で被保険者であった期間が 5 年未満である者に対しては、その

後、被保険者であった期間が 5年になったとしても、高年齢雇用継続基本給付金が支

給されることはない。 

（× H17 ★） 

⇒「高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはある。」 

解説≫ 

65歳に達する前に算定基礎期間に相当する期間が 5年以上になった場合には、高年齢

雇用継続基本給付金が支給されます。 

 

 

□ 高年齢雇用継続給付は、高年齢継続被保険者に支給されることはない。 

（× H25 ★★） 

⇒「支給されることはある。」 

解説≫ 

高年齢雇用継続基本給付金は、65歳に達した日の属する月までの期間が支給対象月な

ので、高年齢継続被保険者に支給されることはあります。 

 

 

□ 60 歳に達した時点では被保険者であった期間が 5 年未満であった者が、その後も継

続雇用され、被保険者であった期間が 5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金

は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が 60 歳に達した日の属する月に遡っ

て支給される。 

（× H22 ★） 

⇒「5年となるに至った日の属する月から支給される。」 
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□ 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の判断に当たり、比較の対象となる 60 歳到達

時の賃金は、当該被保険者を基本手当の受給資格者とみなし、かつ、その者が 60 歳

に達した日（60歳到達時に被保険者であった期間が 5年未満である場合は、5年とな

った日）を受給資格に係る離職の日とみなして算定される賃金日額に基づいて算定さ

れる。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

高年齢雇用継続基本給付金に関しては、実際に離職しているわけではないので、離職

の日とみなして算定していきます。 

 

 

□ 60歳に到達した時点で被保険者であった期間が 5年以上である者について、60歳以

降の各月の賃金が 60歳到達時の賃金月額の 80パーセントである場合、高年齢雇用継

続基本給付金は支給されない。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【支給額】 

支給対象月の賃金額 高年齢雇用継続基本給付金の額 

みなし賃金日額×30の額の 100分の 61未満 支給対象月の賃金額×100分の 15 

みなし賃金日額×30の額の 

100分の 61以上 100分の 75未満 

支給対象月の賃金額×（100 分の 15 か

ら一定の割合で逓減する率） 

●支給対象月の賃金額に上記の額を加算した額が 

支給限度額（343,396円）を超えるとき 

⇒（支給限度額－支給対象月の賃金額）が高年齢雇用継続基本給付金の額になります。 

 

 

 

□ 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、初日から末日

まで被保険者である月でなければ、支給対象月とならない。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 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に記載

された事項については、事業主の証明を受けなければならない。 

（○ H25 ★） 
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□ 事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合（労働者の過半数で組織

する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。）との間に書面による協

定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、支

給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができ

る。 

（× H25 ★） 

⇒「提出することはできない。」 

解説≫ 

労働協約、労使協定があれば、事業主が被保険者に代わって支給申請書を提出するこ

とは可能です。 

設問では、「ないとき」とあるので誤りになります。 

 

 

□ 高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし

賃金日額に 30を乗じて得た額の 100分の 50に相当する場合、同月における給付金の

額は、当該賃金の額に 100分の 15を乗じて得た額（ただし、その額に当該賃金の額

を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて

得た額。）となる。 

（○ H22 ★） 
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【法 64条の 2】 高年齢再就職給付金 

 

【法 61条の 2】 

高年齢再就職給付金は、受給資格者（その受給資格に係る離職の日における算定基礎

期間が５年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある

者に限る。）が 60 歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場

合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該

基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に 30を乗じて得た額の 100分の 75に相

当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

①当該職業に就いた日の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。 

②当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。 

 

□ 60 歳に達する日より前に離職した被保険者については、当該受給資格に基づく基本

手当の支給を受け、60 歳に達した後に所定の日数を残して再就職し、被保険者にな

ったとしても、高年齢再就職給付金は支給されない。 

（× H19 ★） 

⇒「一定の要件に該当すれば、高年齢再就職給付金が支給されることがある。」 

POINT≫【高年齢再就職給付金の支給要件】 

●60歳に達した日以後、安定した職業に就き、被保険者となったこと。 

●基本手当の支給を受けていたこと 

●離職の日において算定基礎期間が 5年以上あること 

●再就職の前日に、支給残日数が 100日以上であること 

・支給残日数が 200日以上の場合・・・2年間受給 

・支給残日数が 100日以上 200日未満の場合・・・1年間受給 

 

 

□ 高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が 200日以上あ

る場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から 2年間を経過す

る日の属する月（その月が当該被保険者が 65 歳に達する日の属する月より後である

場合には、65歳に達する日の属する月）まで支給され得る。 

（○ H17 ★） 
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□ 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給対象月に

支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、その支払いを受け

たものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業により賃金が低下した場

合には、そのような取扱いはなされない。 

（× H19 ★） 

⇒「同様にその支払うを受けたものとして賃金額の計算がなされる。」 

解説≫ 

 支給対象月において非行、疾病その他の省令で定める理由（事業場の休業等）により

支払いを受けることができなかった場合 

⇒その支払いを受けたものとして支給対象月の賃金の額を算定 

（受給者に不利益にならないようにしています。） 

 

 

□ 受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合であっても、所定の要

件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる。 

（○ H22 ★） 

解説≫ 

「公共職業安定所の紹介」による再就職が、支給要件ではないので正しい設問です。 

 

 

□ 高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者

が 65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。 

（○ H22 ★）  

 

 

□ 高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月における支給額

が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の 100分の 80に相当する額に達し

ない場合には、当該 100分の 80に相当する額が支給される。 

（× H19 ★） 

⇒「賃金日額に 30を乗じて得た額の 100分の 75に相当する額を下るに至ったときに、

当該再就職後の支給対象月について支給される。」 
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□ 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手

当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当

の支給を受けたときは高年齢最終章給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受

けたときは再就職手当をしません。 
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□ 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職業安定

所に支給申請書を提出するに当たっては、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明

書を添付することが必要である。 

（× H19 ★） 

⇒「の添付は不要である。」 

POINT≫【支給申請】 

（高年齢雇用継続基本給付金） 

提出期限 申請書等 

（初回の申請） 

最初の支給対象月の初日から起算して 

4か月以内 

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 

＋ 

雇用保険被保険者 60歳到達時等賃金証明書 

（2回目以後の支給申請） 

公共職業安定所長の定めた支給申請を

行うべき日 

高年齢雇用継続給付支給申請書 

（高年齢再就職給付金） 

提出期限 申請書等 

（初回の申請） 

再就職後の最初の支給対象月の初日か

ら起算して 

4か月以内 

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 

＋ 

雇用保険被保険者 60歳到達時等賃金証明書 

（2回目以後の支給申請） 

公共職業安定所長の定めた支給申請を

行うべき日 

高年齢雇用継続給付支給申請書 

 

解説≫ 

高年齢再就職給付金は、60歳到達時の賃金ではなく、離職時の賃金額と再就職後の賃金

額との比較になるので「雇用保険被保険者 60歳到達時等賃金証明書」の添付は不要です。 

最近、実務的な内容の設問が出されていますので、書類名を含めて押さえていくことが

必要です。 
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□ 不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受

けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60 歳に達した日以後、当該受給

資格に基づく基本手当の支給日数を 100 日以上残して安定した職業に就いたとして

も、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。 

（○ H22 ★★） 

解説≫ 

偽りその他不正の行為により下記の失業等給付の支給を受け、または受けようとした

者には、原則、当該給付の支給を受け、または受けようとした日以後、高年齢雇用継続

給付は支給しない。 

不正受給に係る給付 制限される給付 

・高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金 

・高年齢再就職給付金 

・高年齢再就職給付金に係る受給資格に 

基づく求職者給付又は就職促進給付 

 

高年齢再就職給付金 
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【法 61条の 4】育児休業給付 

 

【第 61条の４】 

 育児休業給付金は、一般被保険者が、原則その１歳に満たない子を養育するための休

業をした場合において、当該休業を認始した日前２年間に、みなし被保険者期間が通算

して 12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。 

 

□ 高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付

の支給を受けることができない。 

（○ H15 ★） 

解説≫ 

育児休業給付金、介護休業給付金ともに、支給を受けることができるのは一般被保険者

に限られます。 

 

 

□ 育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるためには、原則として、休業を開始し

た日前 2年間に、みなし被保険者期間が通算して 12か月以上あることが必要である。

（○ H20 ★） 

 

 

□ いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業をした場合、妻が

労働基準法第 65条第 2項に基づく産後休業をしている期間については、育児休業給

付金を受給することはできない。 

（× H20 ★★） 

⇒「育児休業給付金を受給することはできる。」 

解説≫ 

育児休業給付金については、性別を問いません。 

設問は、妻が労働基準法の産後休業を取得している間でも、雇用保険の被保険者である

夫が育児休業し、要件に該当すれば、育児休業給付金が支給されます。 

ただ、雇用保険の被保険者本人が、労働基準法第 65条に規定する産前産後休業をしてい

る期間については、育児休業給付金は受給できません。 
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□ 育児休業の終了予定日とされていた日までに、休業の申出をした被保険者について労

働基準法第 65 条の規定による産前産後の休業期間が始まった場合、当該産前産後休

業が始まった日後の休業については、原則として、育児休業基本給付金は支給されな

い。 

（○ H15 ★） 

 

 

□ 被保険者が満 2歳になる幼児を養子にした場合、当該養子縁組の日から起算して 1年

が経過する日（その日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要

と認められる場合にあっては、1年 6か月が経過する日）までの間に当該養子を養育

するための休業をした期間について、育児休業給付の支給を受けることができる。 

（× H18 ★） 

⇒「育児休業給付の支給を受けることができない。」 

解説≫ 

設問の冒頭に「満２歳になる幼児を養子にした場合」とあります。 

育児休業給付に係る子には養子も含まれます。 

また、育児休業給付の支給要件には、原則 1 歳に満たない子とあります。設問では、2

歳とあるので、その時点で誤りになります。 

 

 

□ 6か月の期間を定めて雇用される被保険者は、育児休業の開始時において同一の事業

主で契約を更新して 1年以上雇用されており、かつ、当該休業に係る子が 1歳に達す

る日を超えて引き続き同一の事業主の下で雇用の継続が見込まれる場合であっても、

育児休業給付の支給を受けることはできない。 

（× H18 ★） 

⇒「受けることはできる。」 

解説≫ 

設問のように、期間雇用者であっても、育児休業の開始時において同一の事業主で契

約を更新して 1年以上雇用されており、かつ、当該休業に係る子が 1歳に達する日を超

えて引き続き同一の事業主の下で雇用の継続が見込まれる場合 

⇒他の要件を満たせば、育児休業給付の支給を受けることができる。 
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□ 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が、その子が 1歳に達する日

以前にその子を養育するために育児休業している場合、当該被保険者は、一定の要件

を満たせば、その子が 1歳 2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業に

ついて、育児休業給付金の支給を受けることができるが、支給対象となる期間は、配

偶者との合計で 1年が上限となる。 

（× H23 ★） 

⇒「被保険者及び配偶者それぞれについて 1年が上限になる。」 

 

 

□ 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受

給資格確認票・（初回）育児休業給付支給金申請書の提出を、やむを得ない理由があ

る場合を除き、雇用保険法第 61条の 4第 3項に規定する支給単位期間の初日から起

算して 2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。 

（× H25 ★） 

⇒「4か月を経過する日」 

 

 

□ 被保険者が初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとする場合、原則として最初

の支給単位期間の初日から起算して 2か月を経過する日の属する月の末日までに、育

児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書をその事業所の

所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 

（× H15 ★） 

⇒「4か月を経過する日」 

POINT≫【支給申請】 

提出期限 申請書等 

（初回の支給申請） 

最初の支給単位期間の初日から起算して4

か月を経過する日の属する月の末日 

育児休業給付受給資格確認票・（初回）育

児休業基本給付金支給申請書 

＋ 

雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票 

（2回目以降の支給申請） 

公共職業安定所長の定めた支給申請を行

うべき期間 

育児休業給付支給申請書 
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□ 育児休業給付金の支給を受けた者は、その支給に係る休業の期間中被保険者として雇

用されていた事業主に当該休業の終了後引き続き 3 か月間雇用されたことの証明を、

当該 3か月の経過後速やかに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出

しなければならない。 

（× H23 ★） 

⇒設問のような規定はないので誤り。 

 

 

□ 育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、支給単位期間における賃金額が

休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の 100分の 80に相当する額以上であ

るときには、当該支給単位期間について、育児休業基本給付金は支給されない。 

（○ H15 ★） 

POINT≫【育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合の調整】 

支給単位期間に支払われた賃金額 育児休業給付金の額 

（休業開始時賃金日額×支給日数）の額の 

 

（休業開始時賃金日額×支給日数） 

×100分の 50 

（休業開始時賃金日額×支給日数）の額の 

100分の 30を超え 100分の 80未満 

 

（支払われた賃金額＋育児休業給付金の

額が（休業開始時賃金日額×支給日数）の

100分の 80相当額に達するまで 

（休業開始時賃金日額×支給日数）の額の 

100分の 80以上（設問のケース） 

支給されない 

●育児休業給付金の額は、一支給単位期間について 

⇒休業開始時賃金日額×支給日数×40／100 （当分の間は 50／100） 

 

 

□ 育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、ある支給単位期間における賃金

額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の 100分の 40 以下であれば、

当該支給単位期間における育児休業給付金の金額は、その賃金額によって変動するこ

とはない。 

（× H23 ★） 

⇒「100分の 30以下」 
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【法 61条の 6】介護休業給付 

 

【法 61条の 6】 

介護休業給付金は、一般被保険者が、対象家族を介護するための休業をした場合にお

いて、当該休業を開始した日前２年間に、みなし被保険者期間が通算して 12箇月以上で

あったときに、支給単位期間について支給する。 

 

□ 被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫を介

護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、介護休業給付金

が支給される。 

（× H25 ★） 

⇒「被保険者が同居し、かつ、扶養している」 

 

 

□ 被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっ

ても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」

に含まれない。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であ

っても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の対象家族を介護

するために 2回目の休業をする場合、当該対象家族について介護休業給付金の支給日

数の合計が 93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 育児休業給付又は介護休業給付について、事業主は、当該事業所の労働者の過半数で

組織する労働組合（労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半

数を代表する者）との間に書面による協定があれば、被保険者本人に代わって、公共

職業安定所長にこれらの給付の支給申請書を提出することができる。 

（○ H20 ★） 
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【法 10条】通則 

 

□ 高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第 10条の 2 が定める「必要に

応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、

職業に就くように努め」る義務を負わない。 

（× H19 ★） 

⇒「負う。」 

 

 

□ 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときに、その者に支給されるべ

き失業等給付で未支給のものがある場合、その者の死亡の当時その者と生計を同じく

していた配偶者は、自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することはでき

ない。 

（× H16 ★） 

「請求することができる。」 

解説≫ 

未支給のキーワードは、「死亡当時」「生計同じく」「自己の名で」を確認してください。 

 

 

□ 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に支給されるべき失業等

給付でまだ支給されていないものがある場合において、その者と事実上の婚姻関係に

あった Xと、両者の子 Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたとき、

Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができない。 

（× H23 ★） 

⇒「請求することができる。」 

解説≫ 

未支給の請求権者は、、その者と死亡当時、生計を同じくしていた 

①配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。） 

②子 

③父母 

④孫 

⑤祖父母 

⑥兄弟姉妹 

になります。 

支給を受ける順位も同様です。 
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□ 政府は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対し、支給した

失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずるとともに、当該偽りその他不正の

行為により支給を受けた失業等給付の額の 3 倍に相当する額の金額を納付すること

を命ずることができる。 

（× H19 ★） 

⇒「2倍に相当する額の金額を」 

 

 

□ 教育訓練給付に関して厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練実施者が、偽りの証明を

したために教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対

しても、教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して、同給付の返還や納付を命ぜられ

た金額の納付をするよう命ずることができる。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為に

より支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとと

もに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の 2倍に相当する額

以下の金額を納付することを命ずることができる。 

（× H21 ★） 

⇒「返還命令等を行うことはできない。」 

解説≫ 

雇用安定事業の助成金に関して不正受給があった場合は、返還命令の規定は適用され

ません。 

返還命令等の規定は、失業等給付を不正受給した場合の規定になります。 

助成金の不正受給は、犯罪に問われるので、雇用保険法以外の法律で対処します。 

 

 

□ 特例一時金の支給を受ける権利は、債権者が差し押さえることができる。 

（× H19 ★） 

⇒「差し押さえることができない。」 

解説≫ 

 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができま

せん。保護されています。 

特例一時金も失業等給付になるので、差し押さえることはできません。 
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□ 教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができ

ない。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 現に被保険者である者に対して支給された教育訓練給付及び雇用継続給付は、租税そ

の他の公課の対象とすることができる。 

（× H16 ★） 

⇒「公課の対象とすることができない。」 

解説≫ 

「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課すことはで

きない。」とされています。 

教育訓練給付も雇用継続給付も失業等給付になるので、租税等の税金がかかりません。 

 

 

□ 高年齢雇用継続給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準じる性格を有する

ので、所得税及び住民税の課税対象とされている。 

（× H22 ★） 

⇒「課税対象ではない。」 

 

 

□ 受給資格者（訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。）

が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒ん

だとき、その拒んだ日から起算して 1か月以上 3か月以内の間で公共職業安定所長の

定める期間は、基本手当の支給が停止される。 

（× H18 ★） 

⇒「1か月の」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



雇用保険法 2014 

 

 

        Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved.   120 

 

【法 32条】職業紹介の拒否等による給付制限 

 

POINT≫【基本手当の給付制限】 

給付制限事由 給付制限期間 

・就職の拒否 

・職業訓練の拒否 

拒んだ日から起算して 1か月 

・職業指導の拒否 拒んだ日から起算して 1 か月を超えない

範囲内で公共職業安定所長の定める期間 

・離職理由による拒否 

⇒被保険者が自己の責めに帰すべき 

重大な理由によって解雇され、又は 

⇒正当な理由がなく自己の都合によって 

退職した場合 

待期期間の満了後 1か月以上 3か月以内の

間で、公共職業安定所長の定める期間 

 

 

 

 

□ 受給資格者が雇用保険法第 21 条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく

公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期

の期間を含め 1か月間に限り、基本手当を受けることができない。 

（× H25 ★★） 

解説≫ 

給付制限期間の中に待期期間は含めないので誤りになります。 

 

 

□ 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定

所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだと

きは、その拒んだ日から起算して 1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長

の定める期間は、基本手当を支給しない。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 受給資格者が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否

した場合、その拒んだ日から起算して 1か月間は、基本手当が支給されない。 

（○ H23 ★） 
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□ 受給資格者が、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再

就職を促進するために必要な職業指導を受けることを、正当な理由なく拒んだ場合、

その拒んだ日から起算して 1 か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定

める期間は、基本手当が支給されない。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 被保険者が結婚に伴う住所の変更により、通勤のための往復所要時間が 4時間以上と

なったので辞表を提出して退職した場合には、正当な理由がなく自己の都合によって

退職した場合にあたらず、この理由によって基本手当の給付制限を受けることはない。

（○ H18 ★） 

 

 

□ 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該

離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後 1か月以上 3か月以内の間

で公共職業安定所長の定める期間（ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓

練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。）は、

基本手当が支給されない。 

（× H23 ★） 

⇒「待期期間の満了後」 

 

 

□ 被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定所長が 3

か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が

180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長されることはない。 

（○ H23 ★） 
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【法 34条】不正受給による給付制限 

 

【法 34条】 

偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けよ

うとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を

支給しない。 

ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することが

できる。 

 

 

□ 離職理由を偽って基本手当を受給しようとしたため基本手当の支給を停止された者

が、その後、新たに受給資格を取得した場合、それが支給停止の処分を受けた日から

起算して 1年を経過した日よりも前であっても、その新たに取得した受給資格に基づ

く基本手当の支給を受けることができる。 

（○ H18 ★★） 

解説≫ 

新たな受給資格に関しては、給付制限はかからないので正しい設問になります。 

 

 

□ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない

理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して 1か月

間に限り、基本手当を支給しない。 

（× H25 ★） 

⇒「当該基本手当の支給を受けようとした日以後、基本手当を支給しない。」 

 

 

□ 受給資格者が偽りその他不正の行為により基本手当を受給しようとした場合であっ

ても、そのことについてやむを得ない理由があれば、当該受給しようとした日以後も、

基本手当の全部又は一部が支給されることがある。 

（○ H18 ★） 
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□ 受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたと

きには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給

されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給され

ることがある。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する

業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して 10日間は、

日雇労働求職者給付金は支給されない。 

（× H18 ★） 

⇒「その拒んだ日から起算して 7日間は、」 

 

 

□ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為によ

り求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給

を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から 6か月間は、日雇労働求職者給

付金を受給することはできない。 

（× H20 ★） 

⇒「3か月間は」 
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【法 62条】雇用保険二事業 

 

【法 62条】（雇用安定事業） 

政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者（以下この章

において「被保険者等」という。）に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増

大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、所定の事業を行うことができる。 

 

【法 63条】（能力開発事業） 

政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、

及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、所定の事業を行うことがで

きる。 

 

□ 過去 6か月以内に、雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた

事業主は、その数が一定の基準を超える場合には、いわゆる雇用保険二事業（雇用安

定事業及び能力開発事業）の対象から除外され、これらの事業による一切の助成金、

奨励金等の支給を受けることができない。 

（× H22 ★） 

⇒設問のような規定はないので誤り。 

解説≫ 

 解雇等で離職者を出したような場合に、助成金が一定期間受給できないことはありま

すが、すべての助成金ということはありません。 

 

 

□ 能力開発事業の一つとして、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後 1年以内に

雇用保険の適用事業主となった場合に支給される受給資格者創業支援助成金の制度

が設けられている。 

（× H17 ★） 

⇒「雇用安定事業の一つとして」 

POINT≫【助成金各種その他の事業】 

●雇用安定事業 

⇒「雇用調整助成金」「労働移動支援助成金」「高年齢者雇用安定助成金」 

「特定求職者雇用開発助成金」 

●能力開発事業 

⇒「キャリア形成促進助成金」「職場適応訓練」「介護労働講習」 
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□ 雇用安定事業の一つである雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を

余儀なくされた事業主が、労使協定に基づいて、対象被保険者について休業又は出向

を行い、休業手当の支払い又は出向労働者の賃金負担をした場合に支給されるもので

あり、対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とな

らない。 

（× H17 ★） 

⇒「支給対象となる。」 

解説≫ 

雇用調整助成金は、休業、出向等で休業手当や賃金負担の場合と対象被保険者に教育

訓練を行い賃金を支払った時も支給対象になります。 

 

 

□ 雇用安定事業のうち、雇用保険法第 62条第 1項第 1号が規定する、景気の変動、産

業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に

おいて、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措

置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、

都道府県知事が行うこととされている。 

（× H25 ★） 

⇒「都道府県労働局長（公共職業安定所長経由）が行うこととされている。」 

 

 

□ 一般被保険者の技能習得手当の支給に要する費用については、原則としてその 4分の

1が、能力開発事業の一つとして、同事業の予算により負担されている。 

（× Ｈ20 ★） 

⇒「求職者給付」 

 

 

□ 雇用保険二事業の対象となるのは、被保険者又は被保険者であった者に限られず、被

保険者になろうとする者も含まれる。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助

は、能力開発事業の対象とならない。 

（× H20 ★） 

⇒「対象となる。」 
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□ 技能検定の実施に要する経費を負担することや、技能検定を行う法人その他の団体に

対して技能検定を促進するために必要な助成を行うことは、能力開発事業の対象に含

まれている。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 雇用保険二事業に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、労使

が折半して支払う保険料のみによって運営される。 

（× H17 ★） 

⇒「事業主の負担する保険料のみによって運営される。」 

 

 

□ 雇用保険二事業に充てられる分の雇用保険率については、いわゆる弾力条項が設けら

れておらず、保険収支の状況によってその率が変更されることはない。 

（× H20 ★） 

⇒「弾力条項が設けられており。」 

⇒「その率が変更されることはある。」 

 

 

□ 雇用保険二事業に関しても、行政庁の職員が適用事業所に立ち入り、関係者に対して

質問し、又は帳簿書類の検査を行う権限が認められている。 

（○ H17 ★） 
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【法 66条】費用の負担 

 

【法 66条】 

国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付（高年齢求職者給付金を除く。） 

雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。）及び 

職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。 

①日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、 

⇒求職者給付に要する費用の４分の１ 

②日雇労働求職者給付金については、 

⇒日雇労働求職者給付金に要する費用の３分の１ 

③雇用継続給付については、 

⇒雇用継続給付に要する費用の８分の１ 

④職業訓練受講給付金の支給については、 

⇒職業訓練受講給付金に要する費用の２分の１ 

 

 

□ 育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、労使が折半

して支払う保険料のみによって費用が賄われる。 

（× H19 ★） 

⇒「ある。」 

 

 

□ 雇用保険法においては、国庫は、同法第 64 条に規定する職業訓練受講給付金の支給

に要する費用の一定割合を負担することとされている。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 国庫は、求職者給付（高年齢求職者給付金を除く。）及び雇用継続給付（高年齢雇用

継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。）に要する費用の一部を負担するが、

その額は、当分の間、本来の規定による負担額の 100分の 55に相当する額とされて

いる。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

当分の間、国庫は、本来の規定の負担額の 100分の 55に相当する額にしています。 
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□ 教育訓練給付に要する費用については、原則として、その 8分の 1を国庫が負担する

ものとされている。 

（× H22 ★） 

⇒「国庫の負担はない。」 

POINT≫【国庫の負担のないもの】 

●就職促進給付 

●教育訓練給付 

●雇用保険二事業（就職支援法を除く。） 

 

 

□ 雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫が、毎年度、予算の範囲内

において負担するものとされている。 

（○ H23 ★） 
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【法 69条】不服申立て制度 

 

【法 69条】 

被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認、失業等給付に関する処

分又は返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請

求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることが

できる。 

 

□ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を

受けた者は、これに不服である場合、雇用保険審査官に対して審査請求を行うことが

できる。 

（○ H18 ★） 

 

 

□ 行政庁が雇用保険二事業の給付金を支給しないことについて不服のある者は、雇用保

険審査官に審査請求をする権利を有する。 

（× H17 ★） 

⇒「雇用保険審査官に対する審査請求の対象とはならない。」 

 

 

□ 公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある者は、当該処分があ

ったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内に、労働保険審査会に対して審査

請求をすることができる。 

（× H21 ★） 

「雇用保険審査官に対して」 

POINT≫【請求期間及び方法】 

 請求期間 方法 

審査請求 

⇒雇用保険審査官 

処分のあったことを知った日の翌日から

起算して 60日以内 

口頭又は文書 

再審査請求 

⇒労働保険審査会 

決定書の謄本が送付された日の翌日から

起算して 60日以内 

文書 

●審査請求をした日の翌日から起算して 3 か月を経過しても審査請求についての決定が

ないときは 

⇒その決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求ができる。 
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□ 雇用保険法第 9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する

処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に

関する処分についての不服の理由とすることができない。 

（○ H24 ★） 

 

 

□ 失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求がされた

日の翌日から起算して 3か月を経過しても労働保険審査会の裁決がない場合には、当

該再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに提起することができる。 

（○ H24 ★） 
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【法 74条】時効 

 

□ 求職者給付の支給を受ける権利は、5年を経過したとき、時効によって消滅する。 

（× H16 ★） 

⇒「2年」 

 

 

□ 失業等給付の支給を受ける権利は、2 年を経過したときは時効によって消滅するが、

失業等給付の不正受給が行われたときに政府がその返還を受ける権利は、会計法の規

定に従って、5年間これを行わないときに、時効により消滅する。 

（× H20 ★★） 

⇒「雇用保険法の規定に従い、2年間これを行わないときに、時効により消滅する。」 

 

 

 

□ 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときに、時

効によって消滅する。 

（○ H25 ★） 
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雑則 

 

□ 行政庁は、受給資格者等に職業紹介を行う民間の職業紹介事業者に対して、当該職業

紹介事業が有料であるか無料であるかにかかわらず、雇用保険法の施行に関して必要

な報告又は文書の提出を命ずることができる。 

（○ H16 ★） 

 

 

□ 雇用保険法違反に対する罰則の適用にあたり、公共職業安定所長は、刑事訴訟法に規

定する司法警察官の職務を行う権限を与えられている。 

（× H16 ★） 

⇒「権限は与えられていない。」 

 

 

□ 労働者が雇用保険法第 8 条に基づき公共職業安定所長に被保険者となったことの確

認の請求をした場合、事業主がそれを理由に労働者を解雇することは禁止されており、

当該解雇は無効となるが、事業主に対する罰則はない。 

（× H21 ★） 

⇒「ある。」 

解説≫ 

当該事業主対しては、6か月以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処せられる。 

 

□ 雇用保険法では、教育訓練給付対象者や、未支給の失業等給付の支給を請求する者に

関しても、一定の行為について懲役刑又は罰金刑による罰則を設けている。 

（○ H22 ★） 

 

 

□ 雇用保険法における罰則には、いわゆる両罰規定が設けられており、法人（法人でな

い労働保険事務組合を含む。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者に対する

処罰に加えて、その法人又は人に対しても所定の罰金刑が科される。 

（○ H20 ★） 
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□ 行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険

者を雇用していた事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪

捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していた事業

主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずるこ

とができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法

第 83条から第 85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほ

か、その「人」に対しても雇用保険法第 83条から第 85条までに掲げる懲役刑が科せ

られることがある。 

（× H24 ★★） 

⇒「が罰金刑」 

 

 

□ 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるだけでなく、必要に応じ、雇用保険

事業の運営に関して、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。 

（○ H24 ★） 

 


