
コテコテ実務社労士塾初回雇用保険（離職票・失業
給付）

・・・令和５年１月17日 ・・・

社会保険労務士法人岡佳伸事務所

特定社会保険労務士 岡 佳伸



自己紹介

■新潟県出身、ニット製品製造業経営者、
株式会社グッドウィル人事部課長代理、ＫＹＢ(株)熊谷工場管理部､
埼玉労働局職員（厚生労働事務官・ハローワーク勤務）
を経て平成28年10月1日特定社会保険労務士として
開業、平成30年7月社会保険労務士法人岡佳伸事務所設立

■練馬区居住、練馬区で社会保険労務士事務所を開業、
区内及び都内に顧問関与先多数及び各種助成金申請
業務に携わる

■各種WEB記事、雑誌記事執筆多数
■講演DVD3巻発刊（雇用調整助成金、休業支援金、６５歳超雇用）
■12月21日（月）NHKあさイチにて、
冒頭企画「新型コロナウィルス対応支援金・給付金」について出演しました。
■NHKあさイチ3月10日（水）出演しました。
（コロナ感染拡大から１年 女性の暮らしは今）
■日経新聞2020年12月2日の夕刊（第５面）のマネーダイニングで
顔写真付きインタビュー監修記事(失業保険関連）が掲載されました
■日経新聞2021年3月20日の朝刊にて雇用保険についてコメント
■日経新聞2021年10月6日の夕刊にて休業支援金についてインタビュー記事



今日お話しすること

①離職票の離職理由を徹底解説

②本当にあった離職理由

③離職票は本当に必要だったのか？所轄ハローワークで手続きが必要か？

(受給資格の仮決定、求職申込、条件付き給付）

③確認請求について、補正処理の実務

④M&Aについての手続きはどうするのか？（新旧実態証明について）

⑤離職票記載方法＆雇用保険事務手続きの手引き解説

• 特定受給資格者と特定理由離職者の判断基準

• 離職理由喪失原因離職区分一覧

• 同一事業主と判断される事例

• 離職されたみなさまへ（東京版）

• 雇用保険事務手続きの手引き（東京版）

• 離職票作成ツール

• 契約期間満了にかかるフロー図



1-1離職票の離職区分の謎を解明しよう！！

• 喪失原因は大きく

• １ その他（転籍・死亡）

• ２ 解雇以外の原因

• ３ 事業主都合による離職

に分かれる。

特に助成金業務において3の発生は致命的
※参考資料を解説します。

「離職理由喪失区分一覧表」

「特定受給資格者と特定理由離職者の範囲」



1-2退職勧奨の謎

特に法律上は違法行為では無く（執拗かつ人格権の侵
害があるものを除く）、解雇には当たらない。

しかし、雇用保険上は「解雇」＝「会社都合」＝「退職勧
奨」と同じ扱いとなる。
（雇用保険業務取扱要領21203（3）資格喪失届記載要領及びその指導）

(ｂ) 事業主の退職の勧奨に応じて退職した場合

（実質的には被保険者の都合による任意退職
であるのに退職金等の関係から勧奨退職の

形式をとった場合を除く）



1-3特定受給資格者とは？

• 特定受給資格者＝会社都合ではない

• 「正当な理由のある自己都合退職」も特定受給資格者
になることがある

• 正当な理由が会社要因の場合は、「特定受給資格者
」となる

（例）

時間外労働（3か月連続45時間以上）

賃金の遅配

賃金低下（基本給85％未満に低下）



1-4特定理由離職者とは？

• 特定理由離職者は2週類ありややこしい

• 3年未満の契約社員の「契約更新せず」の場合はほ
ぼ特定受給資格者に近い「特定理由離職者」(2C）

※給付日数は特定受給資格者と同じ
・妊娠、出産、育児、病気等による

「正当な理由のある自己都合退職」も

特定理由離職者となるが、給付日数は増えない

（3か月の給付制限無し、国保の軽減措置あり）

（離職理由は3Cとなる）



1-5契約期間満了について

• 雇止めがあるかどうかで離職理由が変わる

• 最後の契約書で離職理由を判定する

• 30日前予告を行ったかどうかは関係なし

• 最後の契約で、85%未満の賃金低下条件提示

→特定受給資格者（２－3A）となる

・契約期間満了2Dは給付制限は無いが、

特定受給資格者にも特定理由離職者にも

ならない



1-6契約期間満了についてフロー図



1-7定年退職について

• 定年退職は契約期間満了と同じ（２E)

• 定年退職後は通常の契約期間満了と同じ扱いとなる

• 高齢者雇用確保措置未実施(65歳までの継続雇用措
置）が未実施の場合は３－1Aとなる

• 65歳以上の高齢被保険者は自己都合でも

３C（体力不足扱い）になる事例が多い



1-8離職理由喪失区分一覧表を詳細解説

• 離職理由喪失区分一覧表は埼玉のHWで使われた者を
改良

• 離職理由と喪失原因、離職区分、要領該当分を記載



1-9「離職された皆様」へを概説

• 雇用保険実務を行う上で一般求職者給付の内容を理解
することが必要

• 東京労働局版と全国共通版がある



2-1実例解説！！本当にあった離職理由①

【問題】

病気による休職期間満了は離職理由はどの区分にな
るでしょうか？

また、その後３か月間の受給期間延長措置を受けると
なんの区分に変更されるのでしょうか？
変更されることによるメリットも併せて

考えて見て下さい！！



2-2実例解説！！本当にあった離職理由①

【解答】

病気による休職期間満了は2Dとなる

（契約期間満了と同じ）
その後、受給期間延長措置を3か月以上行うと、正当
な理由のある退職3Cに変更される

（失業給付が直ぐ受給できるのは同じだが

国民健康保険料の軽減措置の対象となる）

※休職期間途中で自己都合で退職した

場合、自己都合４Dだが、正当な理由の

ある自己都合退職と認められると３Cに変更になる



2-3実例解説！！本当にあった離職理由②

【問題】

結婚による退職慣行は、特定理由離職者（離職理由
3C）ですが、今時どのような職業が当てはまるでしょう
か？
（この場合も、離職票は普通に自己都合４D

で出ています）



2-4実例解説！！本当にあった離職理由②

【解答】

巫女さん

（神社の巫女さんも宗教法人に勤務する方なので、普通
に社会保険に入ります。古来から純潔を守るのが習わ
しなので、結婚した際は自己都合退職
するとのことです）



2-5【クイズ問題①】窓口は毎日事件が起こります・・

（あくまでも仮定です）

失業保険の受給者(妻）が、夫に殺害されました。

夫は自首し今裁判中です

残された遺族は、子と妻の母です
未支給の失業給付は

誰が受け取るのでしょうか？

※未支給の失業給付の支給対象は、

死亡者の当時生計を同じくしていた

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。



2-6未支給の失業給付を受け取ることが出来るのは？

【解答】

（殺人者である）夫

※未支給の失業給付には欠格条項はありません

※この事例は、塀の中に居る夫に辞退をさせ、
子供が受取人、母が後継人となり、母が

手続きしました



2-7失業保険と年金を両方貰う方法

• 特別支給の老齢厚生年金と基本手当は同時に受給できない（
よく聞くのが、両方貰うため65歳誕生日の前日迄に離職する事
例）

【クイズ②･･特別支給の老齢厚生年金と失業保険を両方
貰う方法】

• 社労士のAさんは不思議な話を聞きました。特別支給
の老齢厚生年金の受給を受けられる63歳のBさんが、

失業保険と年金を同時に貰ったというのです。併給調
整されるはずだと思ったのですが、年金はひと月も減
額されずに失業保険も貰えたというのです。。どのよう
なことが行ったのでしょうか？



2-8【解答】特別支給の老齢厚生年金と失業保険を両方貰う方法

・基本手当以外は調整されない、よって自己都合退職の
給付制限期間に下記を行えばよい。

①再就職して再就職手当を受給する

②病気にかかって傷病手当に切り替える

※傷病手当とは？→基本手当と同額、

同日数、医師の証明が必要

（求職活動は免除される）



2-9年金と失業保険の事後清算の仕組み



3-1条件付給付とは

• 解雇の効力に争いがある時の措置、解雇無効となった時
は全額返還する条件により給付が行われること。（仮給
付とも呼ぶ）

• 条件付給付の際は、基本手当と傷病手当しか支給され
ない。

• 条件付給付が認められるのは、労働委員会

裁判所又は労働基準監督署に申立しているとき

（労働審判は含む）

あっせんや民間ＡＤＲの際は対象外。



3-2．受給資格の仮決定とは？

• 離職票が無くても雇用保険の被保険者期間があり、受給
資格があると判断できたら、仮で受給資格決定を行う制
度

• 離職票の提出があるまで、実質的な支給はされないが、
離職票が提出された時は、仮決定

の日迄効力が遡及する

・離職日の翌日から可能だが、

実務的には退職日の翌日から10日経過後が一般的



3-3．求職の申し込みを行うハローワークとは

• 原則、住所地や居所を管轄するハローワーク

• 現在、同じ労働局管内であれば、どこでも求職申込、

受給資格決定が可能な取扱い



４-1．確認請求について

• 原則、事業所所在地を管轄するハローワークの適用部門
で行う

• 確認請求中に受給資格の仮決定を行うことも可能

• 確認請求は、原則本人が事業所所在地を管轄するハロ
ーワークで行う必要がある

（郵送、代理人不可）



4-2離職票の補正処理とは①

• 労働契約の更新希望有無は住居所管轄安定所長の判断のみで構わない
。

• 事業所管轄安定所長の判断だけではなく、離職者の申立も十分に参考とし
て離職理由の認定を行うことが適当と思われる事項（離職理由「4 事業主
からの働きかけによるもの」又は「5(１) 職場における事情による離職」）とな
っている場合については、離職理由について客観的資料等を収集し、離職
者本人の申立も十分聴いた上で、認定を行う。

• この場合、離職者に当該申し立てる離職理由を証明する

客観的資料等をできる限り提示させるとともに、必要に応じ、

事業所管轄安定所等に対して、

離職に至る具体的事情について照会を行った上、

離職理由を確認することとする。

→よって、原則補正処理となる



4-3離職票の補正処理とは②

・この場合、事業所管轄安定所において離職理由の確認を行うことを原則とす
るが、住居所管轄安定所より直接確認を行う場合においては、事前に事業所
管轄安定所に連絡の上、当該事業所管轄安定所において既に把握している
事実等を確認の上、事業所等に対し確認を行うこととする。なお、当該確認に
当たっては、事業主等に確認の上離職理由を確認することを原則とし、必要に
応じ、関係行政機関に問い合わせを行い、確認する。

・離職者の申立を十分に参考として離職理由の判定を行うことが適当と思わ
れる事項（離職理由「5(２) 労働者の個人的な事情による離職」）について、離
職者の申立を十分に聴いた上で、認定を行う。

（特定理由離職者）

• 変更して一括で増えた日数については、

一括認定を行い支給される

→審査請求結果に基づく扱いと同じ



5-1M&Aの処理、新旧実態証明とは

• 別個の事業主が行う事業が実質同じと見なされる時
は、得喪を起こさない

• 前提として、雇用関係の権利義務が全て受け継がれ
ていることが条件

（労働契約の承継書）

• 以前は、65歳の高年齢被保険者にについて

取得が出来なかったための救済措置の

意味合いが強かった

（同一事業主と判断される事例を参照）



5-2 個人→法人・法人→個人新旧実態証明とは

• 個人から法人なりする時も新旧実態証明による手続き
が可能

• 原則通り個人廃業、法人新規成立でも問題無いが「助
成金」の絡み



6-1.離職票作成の基礎（愛知労働局資料1）

• 併給調整表参照



6-2.離職票作成の基礎（愛知労働局資料2）

• 月給制の記載方法

• 基本は歴日数

• 11日未満の月は賃金
日額算定から抜く



6-3.賃金日額の算定（雇用保険業務取扱要領）

• 週30時間未満は単純
な180割

• 週30時間以上は

→単純な180割

又は

→6か月間賃金額

÷基礎日数×0.7

のいずれか高い方



6-4. 様々な離職票の記載方法（雇用保険事務の手引き)

• 雇用保険事務の手引きは東京版と全国版の２種類

• 離職票の記載方法は56Ｐ～67Pまで



もっと詳しく知りたい方へ･･ご清聴ありがとうございました！！

• 雇用保険業務取扱要領は厚生労働省ホームページで
公開されています

• 労働保険審査会採決例を参照

• 育児休業給付等については別途の機会に詳細解説し
ます

→育児休業給付等も離職票記載方法と

賃金日額算定方法が基本
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