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　新年明けましておめでとうございます。昨年中は当協議会の運営につきましては、

格別なご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

　さて、昨年のアメリカ大統領選を機に日本経済は円安・株高傾向で推移しておりま

すが、今年は、安倍政権の看板政策である ｢働き方改革｣ 関連法案が国会に提出され

る方向となっており、世界景気の不確実性が高いなかでも、国内景気の浮揚が期待さ

れるところです。

　また、当管内においては人口減少が著しく進行しています。企業には、若者が地元

に定着し安心して働ける職場環境の整備が求められています。国も東京一極集中是正

のため、人口減少対策５カ年計画において就業体験を行う地方企業を支援し、地方で

若者の就業促進を進めようとしています。

　本年も当協議会では、行政、諸団体と連携のもとスキルアップセミナーの開催、ア

クセス就職ガイダンスの開催など積極的に事業を展開する所存です。会員企業のご協

力をよろしくお願い致します。

　最後になりましたが、会員企業様のますますのご繁栄とご健勝を祈念し、年頭のご

挨拶とさせて頂きます。

岩船郡村上市雇用対策協議会　会 報
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　平成28年10月21日㈮村上市生涯学習推進センターにて、中堅社員向けの研修「中堅社員スキルアッ
プ研修会」を開催し11事業所より15名が受講されました。
　このセミナーは、中堅社員としての役割の全体像を再確認し役割発揮を拡大させることを狙いとし
ており、講義と実習を織り交ぜ進められました。
　内容は中堅社員に求められる「仕事の推進役」「コミュニケーションのパイプ役」「後輩の指導育成
役」「上司の補佐役」「職場の雰囲気づくり役」といった中堅社員にとって現場で求められるテーマで
構成されていました。
　また参加者アンケートでは、コミュニケーションの大切さを再確認した、傾聴のレベルによって人
に与える影響に違いが出てくることを知ったなど、今後の中堅社員としての活躍に向け有益な内容で
あったとの回答が多くありました。
　当協議会では様々なメニューにより事業主支援に努めてまいりますので、引き続きご協力をお願い
いたします。

　求人倍率が１倍を超え完全失業率も改善傾向であるなど、事業所では人手不足感が強くなってきて
いることを踏まえ、会員事業所に対する充足支援として、今年度初めて新卒者及び中途採用者を対象
とした就職相談会「むらかみ就職応援相談会」を10月２日㈰に開催しました。
　当日は日曜日にもかかわらず18事業所より参加いただきましたことに対して、深くお礼申し上げ
ます。一方、日曜日開催による多くの求職者の参加を見込んでおりましたが参加求職者は12人にと
どまるなど、求職者ニーズの把握、周知方法および開催方法等について課題が残る面接会となりまし
た。

中堅社員スキルアップ研修会を
開催しました

《研修会の風景》

■アンケート結果の抜粋（研修会の内容）
ａ 大変参考になった 10
ｂ 参考程度になった 5
ｃ 参考にならなかった 0
ｄ 全く参考にならなかった 0

※参考になったとの回答が多くありました。

就職相談会（むらかみ就職応援相談会）を
開催しました
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日　　　時：平成29年３月22日㈬・23日㈭
会　　　場：生涯学習推進センター　村上市田端町4-1
参加対象者：今春採用される学卒新入社員及びこれに準ずる者
　　　　　　（卒業後概ね３年以内に入社した者）
定　　　員：50名（先着順）
受　講　料：雇対協会員 5,000円　非会員 15,000円
　　　　　　（会員企業で３名以上参加の場合は全員1,000円引き ＊１名の料金）
内　　　容：�㈱ビーコンラーニングサービス社が実施します。

　平成30年３月卒業者用「2018・企業ガイドブックむらかみ」の掲載事業所
を募集しています。
　ガイドブックの内容については、ホームページでも無料掲載し、新卒者の採
用予定のない企業におかれましても、企業・事業のＰＲに有効なツールとして
ご活用いただけると思いますので、村上地域ブランドの発信にご協力をお願い
します。

１　名　　　称　「2018・企業ガイドブックむらかみ」
２　形式・部数　Ａ４版フルカラー　1,000部発行
３　発行予定日　平成29年４月頃
４　配　布　先　�平成30年３月卒業の大学・短大・専修・高校生及び

県内外の学校と関係機関
５　掲　載　料　会員企業�5,000円・非会員企業�15,000円
６　申�込�締�切　平成29年１月27日㈮

企業ガイドブックの掲載事業所を募集しています！

新入社員セミナー
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雇用保険の適用拡大等について 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

事業主の皆様へ（従業員の皆様へもお知らせください）  

LL280909保02 

～ 平成29年１月１日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ～  

 雇用保険の適用拡大について 
 平成29年１月１日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対
象となります（平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」（※１）となっている場合を除き適用除
外です。）。 
 ○ 平成29年１月１日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合【例１参照】 
   雇用保険の適用要件（※２）に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資   
  格取得届」（以下「資格取得届」という。）を提出（※３）してください。 
 ○ 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年１月１日以降も継続して雇用している場 
  合【例２参照】 
   雇用保険の適用要件（※２）に該当する場合は、平成29年１月1日より雇用保険の適用対象となりま 
  す。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出（※４）してください。 
 ○ 平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者（※１）である労働者を平成29年１月１日以降も継続し 
  て雇用している場合【例３参照】 
   ハローワークへの届出は不要です（自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。）。 

 （※１）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被保険者。  
 （※２）１週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。 
 （※３）被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。 
 （※４）提出期限の特例があります。平成29年３月31日までに提出してください。 

《 適用要件に該当する65歳以上の労働者を雇用した場合の雇用保険の適用例 》 

  雇入れ後に所定労働時間の変更等の労働条件の変更があり適用要件に該当することとなった場合は、 
 労働条件の変更となった日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をしてください。  

〈例１〉平成29年１月１日以降に新たに雇用した場合 

 → 雇用した時点から高年齢被保険者となりますので、雇用した日の属する 
  月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をしてください。  

〈例２〉平成28年12月末までに雇用し平成29年１月1日以降も継続して雇用している場合 
 → 平成29年１月１日より高年齢被保険者となりますので、平成29年３月 
  31日までに管轄のハローワークに届出をしてください。  

  平成29年１月1日以降に所定労働時間の変更等の労働条件の変更があり 
 適用要件に該当することとなった場合は、労働条件の変更となった日の 
 属する月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をしてください。  

〈例３〉高年齢継続被保険者（※１）である労働者を平成29年１月1日以降も 
    継続して雇用している場合 

 → 自動的に高年齢被保険者となりますので、届出は不要です。  
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Q＆A 

Q１ 平成29年１月１日以降に新たに雇用した65歳以上の労働者だけが対象となりますか。それとも、平成28年12 
  月末までに雇用した65歳以上の労働者がいますが、平成29年１月１日になったら雇用保険の加入手続きをしな 
  ければならないのですか。 
 
A１ 平成29年１月１日以降に65歳以上の労働者を新たに雇用した場合だけでなく、平成28年12月末までに雇用し 
  た65歳以上の労働者についても、 １週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあ 
  れば、原則として雇用保険の適用の対象となりますので、加入手続きを行う必要があります。 
   平成28年12月末までに雇用し平成29年１月１日以降も継続して雇用している65歳以上の労働者の資格取得 
  届は、平成29年３月31日までに管轄のハローワークに提出してください。 

Q５  雇用保険被保険者資格取得届について、提出に当たり添付書類は必要ですか。 
 
A５ 原則として添付書類は不要です。 
  ただし、事業所として資格取得届の提出が初めての場合は、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿（タイムカード等）、 
  その他社会保険の資格取得関係書類、雇用契約書など、その労働者を雇用したこと及びその年月日などが確 
  認できる書類の添付が必要です。 
   また、届出の内容に不整合がある等の場合についても、書類を提出いただく場合があります。詳しくは管轄の 
  ハローワークにお問い合わせ下さい。 

Q４ 雇用保険被保険者資格取得届の様式はどこで手に入りますか。 
 
A４ 届出の様式は、ハローワークで配布していますが、ホームページからもダウンロードが可能です。 
 
 【雇用保険関係の届出の様式のダウンロードはこちらです】 
 https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?action=initDisp&screenId=600000 
  ※印刷の際には、印刷ページに記載のある印刷時の注意事項や印刷帳票のポイントをよくご確認ください。 

Q３  65歳以上の方も雇用保険料を徴収する必要がありますか。 
 
A３  保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。保険料率は、毎年変更になる可能性がありますので、 
  詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。  
 【雇用保険料率について】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html 
 
 
 
 
 

保険料率 事業主負担分 労働者負担分 備　　考

農林水産・清酒製造業は　　　　、建設業は

【参考】平成28年度
雇用保険料率

一般の事業 1000
11

1000
4

1000
7

1000
13

1000
14

Q２ 平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者について、適用要件に該当するかどうかはいつの時点で 
  判断しますか。また、労働者が雇用保険の適用を希望しない場合はどうすればよいのですか。 
 
A２  適用要件に該当するかは、平成29年１月１日時点で判断してください。要件に該当すれば雇用保険の被保険 
  者資格の取得日は平成29年１月１日となります。なお、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず、要件に該 
  当すれば必ず適用となります。 

Q６  平成28年12月末までに65歳以上の者を雇用したが、平成28年12月末までに退職した場合や、平成29年３月 
   31日までの届出をする前に退職した場合は、どういう手続きが必要ですか。 
 
A６ 平成28年12月末までに退職した場合は、手続きは不要です。 
  平成29年３月31日までの届出をする前に退職した場合については、平成29年１月１日から退職までの間は雇用 
  保険の被保険者となりますので、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失 
  届に雇用保険被保険者資格取得届も添えて提出してください。 
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対象労働者 企業規模 支給対象 
期間 

支給額 
第１期 第２期 支給総額 

短時間労働者 
以外の労働者 

大企業 １年 25万円 25万円 50万円  

中小企業 １年 30万円 30万円 60万円 

短時間労働者 
大企業 １年 15万円 15万円 30万円 

中小企業 １年 20万円 20万円 40万円 

この助成金は、自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保
護受給者や生活困窮者を雇い入れる事業主を支援し、生活保護受給者や生
活困窮者等の方の雇用と職場定着を促進するためのものです。 

◆雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告していただきます。 
◆対象となる事業主の要件は、裏面をご覧ください。 
◆雇入れから約６か月後にハローワーク職員が職場訪問を行います。 

以下の①～③のいずれにも当てはまる方をハローワークまたは民間の職業紹介 
事業者などの紹介により常用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を 
支給します。  
① 生活保護受給者 又は 生活困窮者 
▶「生活保護受給者」とは、現に生活保護を受給中の方であって、生活保護の申請段階の方や過去に
生活保護を受給していた方は含みません。「生活困窮者」とは、自治体が自立支援計画の作成を
行った方であり、計画に記載された目標の達成時期が到来していない方に限ります。   

②自治体よりハローワークに対し就労支援の要請がなされている方 
 ▶自治体が労働局・ハローワークと「生活保護受給者等就労自立促進事業」に係る協定を締結し、こ 
  の協定に基づき就労支援の要請がなされた方が対象です。 
  
③自治体とハローワークが連携して行う就労支援の期間内の方 
▶自治体からの支援要請を受け、自治体とハローワークにおいて定める就労支援期間内の方が対象で
す。 

 
雇入れ日において上記全ての項目を満たす必要があります。詳しくは、ハローワークにお尋ねください。 

 
 

  詳しくは、都道府県労働局またはハローワークにお尋ねください。 

【平成28年10月現在】支給要件などが変更される可能性があります。念のため、都道府県労働局またはハローワークにご確認ください。 

「特定求職者雇用開発助成金 
 （生活保護受給者等雇用開発コース）」のご案内 

事業主の皆さまへ 

生活保護受給者や生活困窮者を新たに雇い入れた事業主に助成金を支給します 

  ＜支給額＞ ～対象期間を６カ月ごとに区分し、一定額を支給します～ 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 
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 ＜上記に該当する事業主であっても、以下に該当する場合などは助成金が支給されません＞ 
  詳しくは事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください 
  
・ハローワークの紹介以前に雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合  
・対象労働者がハローワークの紹介時点で雇用保険の被保険者であるなど失業などの状態にない場合  
・雇入れ日の前日から過去３年間に、職場適応訓練（短期の職場適応訓練を除く）を受けた事のある人をこの職場適応訓練を行っ
た事業主が雇入れる場合  

・雇入れ日の前日から過去３年間に、この雇入れをする事業所と雇用、請負、委任の関係にあった人、または出向、派遣、請負、
委任の関係によってこの雇入れをする事業所で就労したことのある人を雇い入れる場合  

・雇入れ日の前日から過去３年間に、この雇入れをする事業所で、通算して３カ月を超えて訓練・実習などを受講などしたことが
ある人を雇い入れる場合  

・雇入れ日の前日から過去１年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向・派遣・ 請負・委任の関係に
よって、対象労働者を事業所で就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して３カ月を超えて受講などしたことがある訓
練・実習などを行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性などからみて密接な関係にある事業主がこの対象労働者を
雇い入れる場合  

・対象労働者が、雇入れをする事業所の代表者または取締役の３親等内の親族（配偶者、３親等以内の血族と姻族)である場合  
・支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合  
・ハローワークなどの紹介時点と異なる条件で雇入れられた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、または違法行為
があり、かつこの対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合  

・高年齢者雇用確保措置を講じていないことによって、高年齢者などの雇用の安定などに関する法律に基づく勧告 
    を受け、支給申請日までにその是正がなされていない場合  

雇用保険の適用事業主であること 

対象労働者（雇入れ日時点で満年齢が65歳未満の人に限る）をハローワークなどの紹介によって雇用保険の一
般被保険者として継続雇用することが確実であると認められること 

対象労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告すること 
対象労働者の雇入れ日の前後６カ月間（以下「基準期間」という。）に、事業主の都合による従業員の解雇
（勧奨退職を含む）をしていないこと 

基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ
日における被保険者数の６％を超えていないこと（特定受給資格者となる離職者が３人以下の場合を除く） 

対象労働者の雇入れ日前に本助成金の支給決定対象となった方のうち、雇入れ日から起算して１年を経過す
る日（以下「確認日A」という。）が基準期間内にある方が５人以上ある場合、それらの方が確認日Aの時
点で離職している割合が50％を超えていないこと（対象労働者の雇入れ日前に特定就職困難者雇用開発助成
金、高年齢者雇用開発特別奨励金、被災者雇用開発助成金の対象になった方についても同じ） 

対象労働者の雇入れ日前に本助成金の支給決定対象となった方のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算
して１年を経過する日（以下「確認日B」という。）が基準期間内にある方が５人以上ある場合、それらの
方が確認日Bの時点で離職している割合が50％を超えていないこと（対象労働者の雇入れ日前に特定就職困
難者雇用開発助成金の対象になった方についても同じ） 

対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること（労働者名簿、
賃金台帳、出勤簿など） 

 ＜対象となる事業主の要件＞ 次のすべてに該当する事業主が助成金を受給できます 

 生活保護受給者、生活困窮者を受け入れた事業主さんの声をご紹介 

これまで18名の生活保護受給者や生活困窮者の方を受け入れてきました。私たちが、生活保護
受給者等の就職困難者の受け入れに取り組む理由の一つは「誰にとっても働きやすい職場を創
りたい」という想いがあります。様々な困難を抱えた人たちが、働けない職場は、誰にとって
も働き難い職場だと考えるからです。いつでも誰もが困難を抱える可能性のあるリスク社会に
います。この取り組みが社会に広がることを期待しています。 

生活保護受給者や生活困窮者等の就労困難者の受け入れは、企業の社会貢献という側面もありま
すが、受け入れのために、これまで行ってきた業務の分解を行なうことで、仕事の見直しができ、
迎え入れた人を含めて合理的な業務の再配置が可能になります。また、働きづらさをかかえた人
を職場に迎えることで、職場の雰囲気が優しくなったという思わぬ効果を実感している職場も少
なくありません。 
 

介護関係事業者  
  代表者 様 

小売り関係事業者  
  代表者 様 
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就職希望者の64人が内定!!
　新卒者の就職につきましては、事業主の皆様にはご協力をいただき感謝申し上げます。
　さて、来春卒業予定の高校生で就職を希望する生徒は前年度を９人（15.８％）上回る
66人となっていますが、内定状況は求人数が増加したことや協議会事業でアクセス就職
ガイダンスを開催したことなどにより、前年度と同水準で好調に推移しています。
　事業主の皆様には、多くの高校生を採用いただきお礼申し上げます。
　引き続き新卒者、若年者の就職支援にご理解とご協力をお願いいたします。

 平成29年３月高等学校卒業予定者の職業紹介状況（11月末現在）
区 分

項 目
合 計 男 女 前年同月 増減数 増減率

求職者数 66 44 22 57 9 15.8

求 人 管 内 261 234 27 11.5

就 職

合 計 64 42 22 56 8 14.3

管 内 38 25 13 34 4 11.8

管 外 17 12 5 14 3 21.4

県 外 9 5 4 8 1 12.5

求 人 倍 率 3.95 4.11 ▲0.16P

就 職 内 定 率 97.0 95.5 100.0 98.2 ▲1.2P

県 内 就 職 率 85.9 88.1 81.8 85.7 0.2P

　ハローワークでは、提出いただいた求人票を１週単位で取りまとめ「週刊求人情報」
を作成し、広く求人情報を発信しています。
　11月２日から設置場所を従来の６施設から11施設に拡充し、早期の雇入れに努めて
いますので、人材の募集にはハローワークの利用をお願いいたします。

持ち帰り用週刊求人情報の設置場所を拡充しました

11月２日付け拡充

㈱原信 村上西店様、村上インター店様、荒川店様
㈱ウオロク 村上東店様、村上店様


