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株式会社ノヴァに係る相談等-の対応に当たって留意すべき事項について

標記については､平成19年10月29日付け地発第1029002号､基監発第1029001号､職改発第102

9003号､職保発第1029003号､職外発第1029001号 ｢株式会社ノヴァに係る相談等-の的確な対

応について｣により通達されたところであるが､その実施に当たっては､下記に留意の上､的

確に対応されたい｡

記

第 1 特別相談窓口の開設について

1 開設場所について

外国人講師等向けの特別相談窓口 (以下単に ｢特別相談窓口｣ という｡)は､当面､原則

として､道府県労働局内に､できるだけ速やかに開設すること｡開設に当たっては､十分

な数の通訳を配置するとともに､労働局各部からの職員が連携を保ち､ワンス トップで各



種相談等に的確に対応できる体制を確保すること｡
1

労働局各部からの職員の配置は､相談内容や件数等を勘案して定めるとともに､相談等

が多く見込まれる時間帯については､手厚い配置とする等､円滑な相談対応が可能となる

よう工夫すること｡

また､相当数の相談者が来所した場合は､集団的な説明会を開催する等により､効果的

かつ効率的な相談対応を図るよう努めること｡

2 特別相談窓口における相談等の対応について

特別相談窓口における相談対応や集団的な説明会においては､別添のパンフレットを活

用する等､外国人講師等が十分に説明内容を理解できるよう留意すること｡

また､相談等に際しては､所管する行政分野以外の事項に関しても､相談者の意向を的

確に把握し､関係行政機関を紹介する等の適切な対応を行うよう配慮すること｡

なお､社会保険等の相談については､①別添のパンフレットを交付すること､②事前に

連絡の上最寄りの社会保険事務所を案内すること､(卦社会保険事務所からの職員等の出張

を要請すること､等により､的確な対応を行うこと｡

おって､相談者の再就職に係る意向確認についても､可能な限り､きめ細かく行うこと｡

.3 特別相談窓口の開設及び特別相談日の周知について

特別相談窓口の開設及び特別相談の実施に当たっては､当該開設場所等について､ノヴ

ァの各教室-の張り出し依頼や､各労働局ホームページ-の日本語､英語等による掲載等､

外国人講師等に確実に周知されるよう努めること｡

第2 特別相談窓口の受付時間等の報告について

①特別相談窓口の開始日､受付時間等､②特別相談日及び当該実施場所等が確定次第､

本省職業安定局雇用政策翠あて連絡することo

なお､本省においては､これらをとりまとめの上､必要に応じ､各労働局に配布し､そ

の便宜に供することとする｡

第3 求人確保に向けた取組について

求人開拓に当たっては､早期の再就職を求める外国人講師等が多いことを踏まえ､早急

に行うこと｡

なお､求人開拓に当たっては､関係省庁の課長名で､語学学校の上部機関に当たる (社)

全国外国語教育振興協会及び民間語学教育事業者協議会に対し､通知を発出し､雇用の確

保等を要請していることも踏まえ､粘り強く行うこと｡

おって､上記の2団体に加盟する外国語教育事業者の本店所在地は別紙のとおりである

こと｡



TOPERSONSINTENDINGTORECEIVEUNEMPLOYMENTBENEFITSOF

EMPL0YMENTINSURANCESYSTEM

1. TheObjectofUnemploymentBenefl'tsofEmploymenthlStLranCe

UnemploymentbeneBts(basicallowance)oftheemploymentinsuranceareprovidedto

theinsuredwhentheybecomeunemployedsothattheycAnconcentrateon丘ndingnew

jobsandbereemployedasquicklyaspossible.

Therefore,unemploymentbeneatsarenotpaidtothosewhoarereemployedimmediately

aftertheirseparationfromemploymentorwhoareunabletoworkinimmediatefuture

becauseofanillness,injury,pregnancy,Childbirth,childcare,e上c.

2. TLeEligibletoUnemploy皿entBenefl'ts(BasicAllowance)

Wh enapersoncovered,byemploymentinsurancelostemploymentandsatis丘esthe

followingconditions① and.②,inprinciple,theunemploymentbene丘tispayable.

① Thepersonisin "thestateofunemploylnent",Whichmeansthatpositiveeffortsof

thepersonasweuasthePubhcEmploymentSecurityOfBce(hereina鮎 rtobe

refbrredtoas"thePESO")havenotbeenableto色ndajobeventhough theperson

reportedtothePESO,appliedforemploymentl,andhasapositivewilltoget

employmentandtheabilitytotakeupajobatanytime.

② Intwoyearsprecedingthedayofhisorherbecomingunemployed.,monthseachof

whichhasmorethanlldaysasthebasesofwagepaymentaggregatetwelve

minimum andthepersonwascoveredbytheemploymentinsuranceforatleast

twelvefunmonths,

Nevertheless,inthecaseOf野eCi丘Callyqual述edbene丘ciaries(whoareforcedto

leavethei再obsd.uetob血 ptcy,discharge,etc.),inayearprecedingthedayofhis

orherbecomingunemployed,monthseachofwhichhasmorethanlldaysasthe

basesofwagepaymentaggregatesixminimumandthepersonwascoveredbythe

employmentinsuranceforatleastsixfunmonths.

3. ProcedtlreforReceivingBeneLTlはsandRelatedMatters

Ifyouloseemployment,applyforajobpromptlyatthePESOhavingj血 sdictionover

yourdomicileordwellingplace.Atthattime,youshouldbringthefollowing;

① Separationnoticefortheinsl∬edofemploymentinsurance

Thisisan importantdocumentfordecidingontheeligibilityforthellnemPloyment

bene臥 Makesurethatthepaperisfinedincorrectly.TheSeparationNotice

comprisesasetofSeparationNotice1andSeparationNotice2.

② Thecerも述cateoftheinstばedofemploymentinsurance

③ Adocumentcerti&ingyourdomicileordwellingplaceandage

Adocumentissuedbyagovernmento艮ce,suchasyourdriver'slicense,certiacate

ofalienregistrationorthel辻e.
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4.

④ Yol∬recentPhotographs

Twocopies(3cminlength X 2.5cminwidth,包om-the-Waist-upphotowithafull

face)

⑤ Ordinary(savings)bankaccollntbookinthenameofthepersonapplyingforbene臥

Internetbankandforeign丘nancialinstitutionaccountsarenotacceptable.

Amol王ntOfBasicAllowaLICeandPeriod

Theunemploymentbene丘tpayabletoyouiscalledbasicanowance.

Thedailyamountofanowancerepresentsabout50to80%(45to80%forpersonsbetween

60and64yearsofage)ofadailyamountofwagesinsixmonthsprecedingthedayof

SeParation血･omemploymentbutitishmitedto¥7,775maximum(asofAn gust1,2007)

Themaximumnumberofdaysforwhichbasicallowanceisreceivablearesetforthas

showninTable①･②,dependingon"theagewhenthepersonlostemployment,""the

periodduringwhich thepersonwasinsured"and"thereasonwhythepersonlost

employment."Thisiscalled"theprescribedtermofbeneAt."

① TheUnemployedinGeneral(whoretireundertheagehmitorquittheirjobsofもheir

own丘･eewin)

InsuredperiodAgewhenEmploymentwaslos Lessthan10years 10yrsto20yrS(20yrseXclusive) 20yrsandoVer

② Speci丘canyQua岨 ed.Bene丘ciaries(whoareforcedtoleavetheirjobswithouttimeto

prepareforreemploymentduetobankruptcy,discharge,e上c.)

Insuredperiod i,essthan1yea1. lyrto5 5yrst.010 10yrsto20 20yrsandover
Agewhen yrs(Syrs yrs(10yrs yrs(20yrs

EmploymentwasloS eXchsiVe) eXclllSiVe) exclusive)

Youngerthan30 90days 90days 120days 180days -

30-34 90days 180days 210days 240days

35-44 90days 180d.ays 240days 270days

45-59 180days 240days 270dAys 330days

60-64 150days 180days 210days 240days



5. Benefl'tTeCeivablePeriod

Theperiodinwhichyoucanreceivebasicallowanceisoneyear免･omthedayfollowing

thedayoflossofemployment.Forthosewhoseprescribedtermsofbene丘tare330days,

however,theirperiodsinwhichbene丘tispayableareoneyearplus30days,Thisiscaned-

"thebeneat-receivableperiod." Forthenumberofdaysonwhichyouareoutof

employmentdufingthisPeriod,thebasicallowanceispaidwithin knitofyour

prescriもedtermofbene丘t.

Oncethebene色t-receivableperiodexpires,basicallowanceis.notpaidevenwhenthe

recipienthasnotbeenpaidentirelyfortheprescribedtermofbenefits.

6. StartingTi血eOfBeneflはPay皿ent

Paymentofbasicallowancebeかnsonlywhendaysonwhichtherecipientwasoutof

paymenta洗erheorshevisitedthePESOtoapplyforemploymentaggregateseven_This

iscalled."thewaitingperiod."

Incasearecipientwasdismissedforaseriousreasonforwhichtherecipientwas

responsibleorq頑tthejobforhisorherownreasonSwithoutajustcause,basicallowance

iSnotPaidforfurther3monthsfrom 払eexpirationofwaitingperiod.Thisiscalled

"restrictiononbene丘もpaymenも."

7. RecognitionofUnezzIPloY皿ent

(1)Dayforrecog血tionofunemployment

A氏ertakingproceedingsforapplyingforemploymentandforbasicanowance,you

ShouldvisitthePESOonceinfourweeksinprinciple,丘minandsubmit"theapplication

forrecogmitionofunemployment"todeclarethestateofunemployment(thecondition

thatyoW OWnand.thePESO'se放)rtSareunableto且ndemploymentdespiteyour

positivewintogetajobandabiktytotakeajobatanytime),Thisdaysiscaned"theday

fortherecognitionofunemployment,"Ifyolユ払iltovisitthePESOontheday,youare

unabletoobtaintherecognitionofunemployment.

(2)RecognitionofUnemployment

WhenthePESOacknowledgesthatyouwereoutofemploymentonthebasisofthis

declaration,basicallowanceforthosedaysofunemploymentispaid.Thisiscalled "the

recognitionofllnemployment/'

Theperiodoftimetoberecogni2;edis28days色･omthepreviousdaysoftherecognitionto

thedayprecedingthepresentdayoftherecogmition,Intheeventthe28daysincludea

dayordaysonwhichyouworkednoもasaregularemployeeordidhomework,youmust

reportit.

As youwerenotinthestateofunemploymentontheday(S)onwhichyo†lWOrked,basic

allowanceisnotpaidbuttheday(S)iscarriedforwardtothenextrecognitionon_

Nevertheless,nopaymentismadeaftertheexpirationofthebene丘七一receivableperiod.

Forhomework,theamountreducedinaccordancewithincome色･omthehomeworkmay
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bepaidinsomecase.

(3)provisionofbasicallowance

Thebasicanowanceissenttoyourordinarydepositaccountofafinancialinstitution

designatedbyyouinaboutaweek&omthedayonwhichthePESOrecognizedyour

unemployment.Ⅰncasethatperiod.includesno･businessdaysofthe丘nancialinstitution,

thetransferofthemoneymaybedelayedbythenumberofsuchdays.

8. Qtlalj滋edRecipient'sIdentifz'cationCard

Normally,whenyoucompletetheprocedureofapplyingforreceivingthebasicallowance,

youwinbegiven"theQual述edRecipient'sldentiAcationCard."

Asdataontheprovisiontoyouisrecordedonit,thiscardshouldbekeptwithcare.

Don'tforgettobringthequaliAedrecipient'sident迫cationcardwithyouonthedayfor

therecognitionofunemployment,

9. ReemploymebtAllowance

WhenyolユarereemPloyed(includingtemporaryemployment,apart-timejob,amiiming

periodandemploymentnotaSaregularemployee)oryouremploymenもisdecided

unofaciany,youmustreportittothePESOwithoutdelay.

Insom占cases,yollmaybeprovidedwiththebasicanowancetothedayprecedingtheday

ofreemploymentandreemploymenもanowance.

(1)RequirementsforProvision

"ReemploymenもallowanceHwillbeprovidedifyoumeetallofthefonowingrequuements:

① A洗ertherecognitionofunemploymenttothedayprecedingthedayofγow

employment,thenum berofremahingd野Stotheexpiryofthebene丘七一receivable

periodam ountstomorethan 1/30ftheprescribed.termofbene丘tandalsoamolユnts

to45daysormore.

② Yougotastablepositionwhichensuresyourcontinuousemploymentoflongerもhan

Oneyear･

③ Yougotthejoba洗er"thewaitingperiod"expires.

@ Incase"restrictiononbeneatpayment"appliedtoyouduetoareasonforlossof

employmentpertinenttotherecipient'squahfication,yougotajobreferred,tobythe

PESOinaone-monthperiodfollowing"thewaitingperiod."

⑤ Youwerenotreemployedbytheemployer(includingthebllSinessproprietorofan

a皿 iatedestablishment)bywhom youhadbeenemployedbeforethelossof

enployment.

⑥ Youwerenotemployedbytheemployerwhohadunofacial1ydecidedtoemployyou

before"thedayonwhichtherecIPient'squahacationwasglVen･〃

⑦ Youhavenotbeenprovidedwith"reemploymentallowance"or"normalemployment

outatallowance"･foryoW employmentinthepastthreeyears･

⑧ YouhaveobtainedthequaliAcationofaninsured.oftheemploymentinsurance,
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⑨ Youdidnotquitthejobsoonaftertheapplication.

(2)Am ountofreemploymentallowance

Theamountofreemploymentallowanceistheresultofmultiplyingtheamountofdaily

basicallowancebythenumberofdaysequivalentto1/30ftheremainingもermofbene免t

(&actionslessthanoneyentobedisregarded).

Theremainingもermofbene且tmeansthenumberofdaysremaiminguponrecognitionof

unemploymenttothedayprecedingthedayofemployment,

(3)Applicationprocedure

Theapplicationforreemploymentanowanceshouldbedonewithinamonth&omthe

dayfollowingthedayofyow employment,withthesubmissionof"theapplicationfor

paymentofreemploymentallowance"together with "the qual追ed recipient's

identiacationcard."

(4)Paymentofreemploymentallowance

Receivingyourapplication,thePESOcarriesoutinvestigationandcon鮎mationabout

the(1)above,andinformsyouofwhetherornotreemploymentallowancewinbe

providedtoyou.

Afterthedecision,itwillberemittedtoyouraccount.

10.UnlawfulReceiptofBe皿efl'ts

Ifunemploymenもandotherbene鮎sarereceivedorattemptedtobereceivedbymakinga

払lsestatementonpaperstObesubmittedtothePESOinthecotばSeOftakingstepsfor

receivingunemploymentandotherbene丘ts(basicallowance,reemploymentdlowance,

sicknessandinjuryallowancementionedinll(3)belowandlike)(forinstance,thefactof

employmentor working isnotreported on the occasion ofthe recognition of

unemployment),itwillberegardedasunlawfulreceiptandpunishedseverely.

Thepunishmentofunlawfulreceiptofbene色tswinresultincancenationofsubsequent

unemploymentandotherbeneatsandthereturnoftheamountreceivedunlawfullyor

thereturnoftwiceofasmuchastheamountreceivedunlaw鮎llywinbeordered.

11. Otbers

(1)Whenemploymentisdecided

Whenyouremploymentisdecidedwhileyouarereceivingunemploymentbene色tS,you

mustreportthedateofengagement,etc.tothePESOwithoutdelay.

(2)Changeofもhedayfortherecognitionofunemployment

lfyouareunabletovisitthePESOonthed.ayfortherecognitionofunemployment,the

recognitionofunemploymenもisunabletobegiven.

Nevertheless,ifyouareprevented免･om comingtothePESOonthedayforthe

recognitionofunemploymentforanunavoidablereasonsuchasbeinglnemployment,

interview,innessorlnjtuy,itispossibletochangetheday-

Incaseyollwishtochangethed.ayfortherecog血tionofunemployment,pleaseapplyfor
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thechangebythedayprecedingtheforthcomlngdayfortheunemploymentrecognition.

Forthisapplication,thesubmissionofacerti五cateofemployment,acerti丘Cateof

intervieworotherdocumentwhichaLowsthefactbecon且rmedisrequired.

IfyouareunabletovisitthePESOonthedayfortherecognitionofunemployment,

pleaseinformthePESOinadvance.

(3)Sicknessandinjuryallowance

lfyoubecomeumabletotakeupajobformorethan15consecutivedaysduetoa

Sicknessoraninjurya洗eryouapplyforemploymentatthePESO,basicallowancewill

notbepaidbutinplaceofit,"sicknessandinjuryanowance"ofthesameamountwillbe

paidwithinthelimitoftheprescribedtermofbeneAt.

Toapplyforthisanowance, "theapplicationforthepaymentofsicknessandinjtuy

allowance"shouldbesubmittedtothePESOtogetherwith "thequali丘edrecipiPnt's

identiAcationcard"onthe丘rstdayfortherecognitionafteryourrecovery-

IncaseyouarepreventedfromvisitingthePESOforalongperiodoftimebyasickness

oraninjury,youhavetoreportittothePESOoverthephoneoJrbyapersontorepresent

youtoreceiveinstruction.

(4)ExtensionofthebenefitTeCeivableperiod

Thebene丘t-receivableperiodofemploymentinsuranceisoneyearfrom theday

fonowingJthedayoflossofemploymentinprinciple(oneyearplus30daysforpersons

whoseprescribedtermsofbene丘もare330days).Intheeventyouareunabletoworkfor

300rmoredayscontinuouslyonaccotmtofasickness,aninjtwy,pregnancy,Childbirth,

childcare,e上c.duringthisPeriod,thebene丘t-receivableperiodmaybeextendedbythe

numberofdaysonwhichyouareunabletoworkwithinthelimitofthreeyears

maXlmum.

Theex乞endableperiodsforpersonswhoseprescribedtermsofbene丘tare330d.aysare3

yearsminus30days.

Toapplyforthismeasure,youshouldgivenoticetothePESOhavingjurisdictionover

yourdomicileordwelhngplacewithinonemonth&omthedayfouowingthedayon

whchyoubecameunabletoworkformorethan30consecutivedaysforoneofthe

above･mentionedreasons(suchanoticemaybesubmittedbyyow representativeorby

mai1).

☆ ForfurtherinformationontheEmploymentlnsuranceSystem,pleasecontactthe

PublicEmploymentSecurityOface.

～ForForeignNationalsWishingtoWorkinJapan～

InformationyouwillneedtoworklegallyandcomfortablyinJapan(booklet)

出納 恒)郎
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雇用保験の兼業静付を受けようとする方へ

1 雇用保険の失業給付の趣旨

雇用保険の失業給付 (基本手当)とは､被保険者が離職した場合に､生活の心配をすること

なく新しい仕事を探すことに専念し､-日も早く再就職することができるよう給付を行うもの

です｡

したがって､離職してすぐ就職した人､病気やけが､妊娠､出産､育児などのためにすぐに

働くことができない人などは､央菓給付を受けることはできません0

2 失業給付 (基本手当)の支給を受けられる方

雇用保険の被保険者が離職して､次の①及び②のいずれにも当てはまるときは､失業給付が

支給されます｡

① 公共職業安定所 (以下 ｢安定所｣といいます｡)に来所し､求職の申込みを行い､就職 し

ようとする積極的な意思と､いつでも就職できる能力があるにもかかわらず､本人や安定

所の努力によっても職業に就くことができない ｢失業の状態｣にあること｡

② 離職の日以前2年間に､貸金支払の基礎となったIEl数が 11日以上ある完全な月が通算

して12か月以上あり､かつ､雇用保険に加入していた期間が満 12か月あること｡

ただし､倒産や解雇等により離職を余儀なくされた方については､離職の日以前1年間に､

賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある完全な月が通算して6か月以上あり､かつ､

雇用保険に加入していた期間が満 6か月以上あること｡

ー3 支給を受けるための手続き

離職後あなたの住所または居所を管轄する安定所で､速やかに求職の申込みをしてください｡

このとき､次のものをお持ち下さい｡

① 雇用保険被保険者離職票

失業給付の受給資格を決定する際の大切な書類ですから､記載内容に誤りがないかよく確

かめて下さいo離職票は､離職票-1及び離職票-2の2枚で一組となっています｡

(診 雇用保険被保険者証

③ 住所または居所及び年齢を確認できる書類

運転免許証､外国人登録証明書等官公署が発行した書類です｡

④ 最近の写真

2枚 (たて3cm､よこ2.5cmの正面上半身のものですo)

⑤ 本人名義の銀行通帳 (普通預金口座)

インターネット銀行の口座､海外の金融機関の口座-は入金できません｡

4 基本手当の金額と日数

あなたが受けられる失業給付を基本手当といいます｡

基本手当の日額は､原則として､離職する直前の6か月の賃金の1日当たりの金額の約 5割

から8割 (60-64歳の方については4.5-8割)ですが､最高額は7,775円 (平成 19
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年8月1日現在)です｡

基本手当の支給を受けることができる最大限の日数は､｢離職時の年齢｣｢被保険者であった

期間｣｢離職理由｣などに応じて以下①､②のとおり定められ､これを所定給付日数といいますO

① -般の離職者 (定年退職者や自己の意思で離職した者等)

･保険者であった期間 10年未満 ー10年以上 20年以上離職時の満年齢 20年未満

② 特定受給資格者

(倒産 ･解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者)

被保険者であった期間離職時の満年齢 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 . 90日 180日 210日 240日

35歳以上45歳未満 90日 180日 240日 270日

45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日

5 受給期間

基本手当を受けることができる期間は､離職した日の翌日から1年間です｡ただし､所定給

付日数が330日の方は1年十30日となりますoこれを ｢受給期間｣といいます｡この期間

内の失業している日に対して､所定給付日数を限度として基本手当が支給されます｡

受給期間を過ぎますと､たとえ所定給付日数分の支給を受け終わっていなくても､それ以後

基本手当は支給されません｡

6 支給開始の時期

あなたが安定所-の求職申込みを行った日から､失業の状態にあった日が通算して7日間経

過してからでないと､基本手当は支給されません｡これを ｢待期｣といいます｡

また､自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇､または正当な理由のない自己の都合に

より退職した場合は､待期満了後さらに3か月間基本手当は支給されません｡これを ｢給付制

限｣といいます0
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7 失業の認定

(1) 失業の終定日

求職の申込み及び基本手当に係る手続きの後､原則として､4週間に1回安定所に来所し､

｢失業認定申告書｣を記入した上で提出し､失業の状態 (就職しようとする積極的な意思と､

いつでも就職できる能力があるにもかかわらず､本人や安定所の努力によっても職業に就く

ことができない状態)にあることを申告します｡

この日のことを ｢失業の認定日｣といい､この日に安定所に来所しなければ失業の静定を

受けることができません｡

(2) 失業の認定

安定所では､その申告をもとに､あなたが失業の状態であったことを確認し､これらの失

業している目について､基本手当を支給します.これを ｢失業の認定｣といいますO

認定される期間は､原則として､前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日間で

す｡このとき､この28日間にアルバイ トなどをして働いた日または内職などをした日があ

るときは､そのことを申告しなければなりません｡

働いた日の分については､失業の状態ではないので支給されませんが､その日数分は次回

以降の認定に繰り越すこととなりますoただし､受給期間を過ぎた場合は支給されませんO

また､内職の場合は､内職によって得た金額に応じて､減額して支給される場合があります｡

(3) 基本手当の支給

基本手当は､安定所での失業の静定を受けた目から約1週間で､あなた名義の金融機関の

普通預金口座に振り込まれますO金融機関の休日等がある場合は､その日数分だけ入金が遅

れることがあります｡

8 受給資格者証

通常､基本手当の受給の手続きをした後に ｢受給資格者証｣をお渡しします.

これは､あなたの受給に関するデータが記録されていますので､大切に保管してください｡

失業の認定日には､受給資格者証を必ずお持ちください｡

9 再就職手当

就職 (臨時､パー ト､試用期間､研修期間､アルバイ ト等も含みますO)したとき､または就

職が内定したときは､速やかに安定所に連絡してください｡

就職日の前日までの基本手当及び再就職手当の支給を受けることができる場合がありますO

(1) 支給要件

次のすべての要件に該当する場合に ｢再就職手当｣が支給されます｡

① 就職 日の前日までの失業の認定を受けた上で､就職日から受給期間満了日までの支給残

日数が所定給付日数の3分の1以上であり､かつ､45日以上残っていること｡

② 1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いたことO

③ ｢待期｣が経過した後職業に就いたこと｡

④ 受給資格に係る離職理由により ｢給付制限｣-を受けた場合は､｢待期｣を経過後 1か月間

については､安定所の紹介により職業に就いたこと｡

⑤ 離職前の事業主 (関連事業主を含みます.)に再び雇用されたものでないことO
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⑥ ｢受給資格決定日｣前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと｡

⑦ 過去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｣の支給を受け

ていないこと｡

⑧ 雇用保険の被保険者資格を取得していること｡

⑨ 申請後まもなく離職したものでないこと｡

(2) 再就職手当の額

再就職手当の額は､支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額

(1円未満の端数は切り捨て)となります｡

なお､支給残日数とは､就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数をいいま

す｡

(3) 申請手続き

再就職手当の申請は ｢再就職手当支給申請書｣に ｢受給資格考証｣を添えて､就職した日

の翌日から1か月以内に行わなければなりません｡なお､申請期限が過ぎますと支給できま

せんのでご注意くださいO

(4) 再就職手当の支給

安定所では､申請していただいた後､上記 (1)の内容を調査確落し､約 1か月半後に再

就職手当を支給できるかどうかを通知します｡

支払いは､支給の決定後､あなたの口座に振り込まれることになります｡

10 不正受給

失業等給付 (基本手当､再就職手当､下記 11(3)の傷病手当等)の支給を受ける手続きの中

で､安定所に提出する書類に記載する内容を偽って失業等給付を受けたり､受けようとした場

合 (例えば､失業の認定の際に､就職 ･就労しているにもかかわらず､その事実を申告しなか

った場合などです｡)は不正受給として厳しい処分が行われます｡

この不正受給の処分においては､以後の失業等給付を受けられなくなるほか､不正に受給し

た金額について返還あるいは不正に受給した額の2倍の金額を返還することとなります｡

11 その他

(1) 就職が決まったとき

失業給付の受給中に就職が決まったときは､採用年月日などを安定所に速やかに連絡して

ください｡

(2) 失業の認定日の変更

失業の認定日に安定所に来られない場合は､失業の認定を受けられませんo

ただし､就職､面接､病気 ･けがなどやむを得ない理由によって失業の認定日に来ること

ができない場合は､次の認定日の前日までに安定所に申し出てください｡

このとき､採用証明書､面接証明書などその事実が確認できる書頬が必要です｡

失業の認定日に来ることができない場合には､あらかじめ安定所に連絡してください.

(3) 傷病手当

安定所に求職の申込みをした後､病気やけがにより､引き続き15日以上職業に就くこと

ができなくなったときには､基本手当は支給されませんが､その代わりに所定給付日数の範

10



閣内で､同額の ｢傷病手当｣が支給されます｡

傷病手当の支給を受けようとするときは､病気またはけがが治った後の最初の認定日まで

に､｢傷病手当支給申請書｣に ｢受給資格者証｣を添えて､安定所に提出してください｡

病気またはけがのため､長時間､安定所-来ることができないときは､電話または代理人

でも結構ですので､早めに安定所-連絡のうえ指示を受けてください｡

(4) 受給期間の延長

雇用保険の受給期間は､原則として､離職 した日の翌日から1年間 (所定給付日数が33

0日の方は1年と30日)ですが､その間に病気やけが､妊娠､出産､育児等の理由により

引き続き30日以上働くことができなくなったときは､その働くことのできなくなった日数

だけ､受給期間を延長することができます｡ただし､延長できる期間は最大限3年間となっ

ています｡なお､所定給付日数330日の方の延長できる期間は､最大限 3年…30日とな

ります｡

この措置を受けようとする場合には､上記の理由により引き続き30日以上職業に就くこ

とができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に､住所または居所を管轄する安定所

に届け出なければなりません｡(代理人または郵送でも結構です｡)

☆ 雇用保険制度の詳細は､安定所までお願いします｡

～日本で働こうとする外国人の皆さま-～

日本で適法かつ快適に働くための情報 (パンフレット)

http://www,mhlw.e･O/iurbllnVa/kovou/LTaikOkul'ill12/r)(ti'/english.Ddt

ll



Employees'pensionInsuranceSystem,Nationa=)ensionSystem

と幽 Shallbepaidtothosewhohavebeenparticipating

inthepub一icpension systemsinJapanbytakingappropriaterequestproceduresafter

一eavingJapan.Thelump-sumwithdrawalpaymentswil=⊃epaidinprincipletothosewho

meetaIlofthefoHowingconditionsifanapplicatiohisfi川edwithin2yearsa托erdeparture

fromJapan.Theconditionsforreceivingthelump-sumwithdrawalpayments:

① PersonswhodonotpossessJapanesecitizenship.

② Personswhohave画 dcontributionstoEmployeesrPensionInsuranceSystemor

NationalPensionSystemfor6monthsormore.

③ PersonswhodonothaveaplaceofresidenceinJapan.

④ Personswhohaveneverhadtherighttoreceivepensionbenefits(inc一udingdisabi一ity

aIlowances)

<Forfurtherl'nformatJ'ononHealthlnsuranceSystemandthePensionInsuranceSystem,
pleasecontactthenearestSociaHnsuranceOfRce.(seebelow)ForNationalHealthInsurance

System,pleasecontact thelocalgovernmentofficeinyourdistrict>

厚生年金保険､国民年金

日本で公的年金制度に加入していた外国人は､日本を出国後､請求手続きを行うことに

より脱退一時金が受けられますO脱退～時金は､原則として次の要件のいずれにも該当す

る方が､出国後2年以内に請求を行った場合に支給されますO

脱退一時金の受給要件は､

① 日本国籍を有していないことO

② 厚生年金保険又は国民年金の保険料を6カ月以上納めていたこと｡

③ 日本に住所を有していないこと｡

④ 年金 (障害手当金を含む｡)の支給を受ける権利を有したことがないこと｡

<健康保険制度､年金保険制度の詳細は､社会保険事務所まで､

国民健康保険制度の詳細は､市区町村の窓口までお願いしますO>



1.(礼)全国外国語教育振興協会加盟外国語教育事業者

労働局 事業者名(本店所在地)

北海道 AYインタ-ナショナルアカデミージョイイ ングリッシュ暮ア力デミ-

ハイツセンタ- イングリッシュスクール

宮城 ジェイムズ英会話
英会話スクール&留学 プライマリー

福島 キッズガーデン
福島イングリッシュセンター

茨城 英語教育研究所ハート英会話スク-ル

ヘレナ英会話スクール

群馬 中央外語学院

埼玉 ブリティッシュカルチャーアカデミー

千葉 アメリカンランゲージスク⊥ル(全国展開)
マーガレット外語学院

東京 , LKBridge韓国語講座

麻布ア力デミ-

アテネ.フランセ .

ELSランゲージセンタ⊥(全国展開)

英会話イーオン(全国展開)

英会話ACE

英語の時間 英会話学院

ELEC英語研修所

専門学校 神田外語学院/神田外語キャリアカレッジ

神田外語キッズクラブ

TheEnglishViHage

イングリッシュポケット

シェーン英会話(全国展開)

シカハマ イングリッシュアドベンチャーズ

渋谷外語学院/日伊学院

JALアカデミー

タイう ンゲ-ジ.ネットワ-ク

大学書林国際語学アカデミ-



東京YwcA

トランスワールドイングリッシュスクール

東京パスポート学院

財団法人国際教育振興会/日米会話学院

財団法人日本英語検定協会

財団法人日本ラーニングラボラトリ-教育センター

ハオ中国語アカデミー

ハロー英語学院

ハミングバード英語学院(全国展開)

ベルリツツ.ジャパン(全国展開)

YMS英語会

神奈JTt AXⅠS英語学校
語楽塾リトルヨーロッパ

新潟 新潟イングリッシュセンター

静岡 英会話メリ∵ハウス

愛知 株式会社 アルテイアセントラル .
JO外語学院

三重 + G.E.S英会話

大阪 アップルK英仏申会話

エビオン(関西展開)

ECC外語学院(全国展開)

ECC国際外語専門学校

0.E.Cランゲージサービス

英語スクール ココナッツ

京都 クイツク英語学院

兵庫 セイド-外国語学院

広島 K&Fイングリッシュアカデミー

山口 SES周南英会話

香川 リンゴスクール

愛媛 -ステップ十スクール

高知 エヴアグリーン英会話スクール

鹿児島 鹿児島韓国語スクール
上川イングリッシュスクール



2.民間語学教育事業者協議会加盟外国語教育事業者

事業者名(本店所在地)

茨城 プロメツサ英会話学院

東京 バークレーハウス語学センター

イングリッシュビレッジ

ジオス (全国展開)

ヒューマンアカデミー

外国語スクール アイザック渋谷校

トークライン

トークアベニュー

東京リブレ外語学院

A&S外国語スクール

国際外語センター阿佐ヶ谷校

国際外語センター赤羽校

国際外語センター三鷹校

TESS語学研修所

英会話教室BLUEWⅠSH

BLUEWISHジュニア SevenWishes

ハロー英語学院

神奈川 国際外語センター

静岡 イングリッシュセンター

愛知 イツティージャパン/旧K十C外語学院(全国展開)ⅠcAN英語学院

外国語スクール アイザック名古屋渋寧校

大阪 外国語スク⊥ル アイザック 大阪校TheEngHshStation

国際外語センター江坂校

兵庫 国際外語センター逆瀬川校

徳島 ジオス子供英会話(全国展開)

福岡 ローマランゲージ


