平成 19 年５月

第 29 号

西川事務所の

雇 用 保 険 改 正
雇用保険の基本手当（いわゆる失業手当）の受給資格要件
失業手当は退職すれば必ずもらえるものではありません。一定以上の雇用保険への加入期間が必要です。失業
手当を受給せずに１年以内に再就職すれば、加入期間は前の職場での加入期間と通算されます。
下表の新規定は、原則として 平成 19 年 10 月１日以降に退職 した失業者が対象となります。
被保険者期間（雇用保険への加入期間）
被保険者区分等

新

① ②と③を除く被保険者

12 ヶ月

旧
６ヶ月
かつ
各月の賃金支払対象が 14 日以上

かつ

②

各月の賃金支払対象が 11 日以上
③を除く短時間被保険者
（週の所定勤務が 20 時間未満）

③

倒産または解雇等で退職を余儀
なくされた被保険者

６ヶ月

12 ヶ月
かつ
各月の賃金支払対象が 11 日以上

かつ

規定なし

各月の賃金支払対象が 11 日以上

ただし、懲戒解雇など被保険者本人の責めに帰すべき事由がある場合は ③ の対象となりません。
育児休業給付の給付率
下表の新規定は、
平成 19 年 10 月１日以降に職場復帰 した被保険者および 平成 22 年３月 31 日までに
育児休業を開始 した被保険者が対象となります。
給 付

新

旧

育児休業期間中

休業前の賃金日額の 30％

休業前の賃金日額の 30％

職場復帰後６ヶ月経過

休業前の賃金日額の 20％

休業前の賃金日額の 10％

また、平成 19 年 10 月１日以降に育児休業を開始 した被保険者が退職して失業手当を受ける時には、失
業手当の算定に使用される被保険者期間から 育児休業給付を受けた期間が除外 されます（新規定）
。
（ウラ面へつづく）
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ご存知ですか？ こんな制度

問 題 で す。
（解答・解説はウラ面）

労災 特別加入

遺族厚生年金の額は、死亡者が受給すべき老齢厚生年金の
額の ア （分数を当てはめてください）であり、死亡者の
厚生年金への加入期間が イ ヶ月未満の場合は、 イ ヶ月
の加入期間とみなして老齢厚生年金の額が計算される。

会社役員は労災には加入できません。が、現実には従業員さ
んと同じ就労をしている役員さんもいらっしゃいますし、役
員専任であっても職場まで通勤されている方々がほとんど
ではないでしょうか？ そんな方々は特別加入により労災
の適用を受けることができます。
保険料の計算は従業員さんの場合とは異なり、賃金の日額を
3,500 円、4,000 円、5,000 円、6,000 円、7,000 円、8,000
円、9,000 円、10,000 円、12,000 円、14,000 円、16,000 円、
18,000 円、20,000 円の中から選択し、その金額に 365 を乗
じたものに労災保険料率を乗じます。
健康保険は治療費の３割を個人負担となりますが、労災は個
人負担なしです。また、役員報酬を受けていても休業補償（選
択した日額の８割）が受けられます。
車社会ですので、自身が注意していても巻き添えをもらう恐
れは十二分にあります。労災は保険料も安く、給付に
は年金制度があります。ご一考を。

また、遺族厚生年金の受給権者が自身の老齢厚生年金を受
給できる場合は、どちらか一方か、
「自身の老齢厚生年金の
額の ウ （分数）と遺族厚生年金の エ （分数）額の合計
額」の３通りから選択することができる。
なお、遺族厚生年金は、死亡者が厚生年金の加入者である
場合や老齢厚生年金を受給していた場合だけでなく、１級
または２級の障害厚生年金を受給している者が死亡した場
合や、厚生年金に加入していた期間に初診日のある傷病が
原因でその初診日から オ 年以内に死亡した場合、年齢さ
え到達すれば老齢厚生年金を受給できた（受給資格を満た
している）者が死亡した場合にも支給される。

教育訓練給付の要件
下表の新規定は、平成 19 年 10 月１日以降 に指定講座（厚生労働大臣の指定を受けた公および民間の講座）
を受講した被保険者および失業手当受給者が対象となります。
新

旧

被保険者期間が３年以上
ただし、初回に限り
被保険者期間が１年以上

受講料の 20％
（上限 10 万円）

被保険者期間が３年以上
５年未満

受講料の 20％
（上限 10 万円）

被保険者期間が５年以上

受講料の 40％
（上限 20 万円）

なお、
『初回に限り被保険者期間が１年以上』という規定は、当分の間 適用するという緩和措置です。
雇用保険料率
下表の新規定は、平成 19 年４月１日以降 が対象となります。労働保険料の年度更新の手続きに対しては遅
きに失した情報 m(̲ ̲)m ですが、従業員さんの給与からの雇用保険料の控除は、５月に支払う給与（支払日が
５月）から行うことができます。４月に支払う給与から下記の保険料率を用いて控除することはできません。
上段が新規定

一般の事業

農林水産の事業・
清酒製造の事業

建設の事業

保険料率

事業主負担分

従業員負担分

1000 分の 15

1000 分の 9

1000 分の 6

1000 分の 19.5

1000 分の 11.5

1000 分の 8

1000 分の 17

1000 分の 10

1000 分の 7

1000 分の 21.5

1000 分の 12.5

1000 分の 9

1000 分の 18

1000 分の 11

1000 分の 7

1000 分の 22.5

1000 分の 13.5

1000 分の 9

備 考

牛馬育成、酪農、養鶏または養豚
の事業、園芸サービスの事業、内
水面養殖の事業は 一般の事業 の
保険料率を適用

なお、労災保険料率に関しては本年度の変更はありません。
ちなみに、国民年金の保険料は、平成 19 年４月分（納付期限は平成 19 年５月末日）から 240 円増額（≠280
円）の 14,100 円となります。
今回の雇用保険の改正は、失業者数が減って雇用保険財政に余裕が出てきたこと、国の子育て支援の具現化、半
年ごとに期間満了退職と失業手当受給の繰り返しが可能なことへの是正 にあります。
制度の内容や手続きの詳細については、西川事務所 までお問合せください。

対策室
インターネット・エクスプローラなどのブラウザを使用し
てメールの送受信を行うサービスをウェブ・メールと呼び、
ヤフーをはじめ、多くの業者がこれを無料で提供していま
す。メール・アドレスも無料でもらえます。インターネッ
ト・カフェや展示用など、他の PC からも自分宛のメール
の確認ができ、サービスにウィルスや迷惑メールのチェッ
ク・駆除もあることが多いのですが、メール受信ではなく
ブラウザからウィルスが進入したら･･･。アンチ・ウィルス
ソフトの稼動と Windows の更新は絶対に必要です。
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解 答 ・ 解 説（ご意見・ご質問を承ります）
ア:４分の３、イ:300、ウ:２分の１、エ: ３分の２、オ: ５
イ:遺族厚生年金には短期要件と長期要件とがあります。
短期要件：
1. 厚生年金の加入者が死亡
2. 厚生年金に加入していた期間に初診日のある傷病
が原因でその初診日から５年以内に死亡
3. １級または２級の障害厚生年金を受給している者
が死亡
長期要件：
1. 老齢厚生年金を受給している者が死亡
2. 年齢さえ到達すれば老齢厚生年金を受給できた者
が死亡
エ:遺族厚生年金は老齢厚生年金の４分の３なので、４分の
３×３分の２＝２分の１ つまり、「死亡者の老齢厚生
年金の２分の１」と「自身の老齢厚生年金の２分の１」
を受給することとなります。

