○厚生労働省令第七十三号

厚生労働大臣

加藤

勝信

雇用対策法（昭和四十一年法律第百三十二号）第十九条第一項及び第二十八条第一項の規定に基づき、雇
用対策法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成三十年六月十四日

雇用対策法施行規則の一部を改正する省令

雇用対策法施行規則（昭和四十一年労働省令第二十三号）の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
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正

後

改

正

前

（傍線部分は改正部分）
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改

（就職促進手当）
第一条の四 （略）
２～４ （略）
５ 厚生労働大臣は、年度（四月一日から翌年の三月三十一日まで
をいう。以下この項及び第八項において同じ。）の平均給与額（
厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均
定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二
で除して得た額をいう。以下この項及び第八項において同じ。）
が平成二十七年四月一日から始まる年度（この項の規定により自
動変更対象額（賃金日額の最低額及び第三項の規定による就職促
進手当の日額の算定に当たつて、百分の八十から百分の五十まで
の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。）が変更されたと
きは、直近の当該変更がされた年度の前年度）の平均給与額を超
え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下し
た比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を
変更しなければならない。
６～
（略）
15

（訓練手当）
（訓練手当）
第二条 （略）
第二条 （略）
２ 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、 ２ 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、
公共職業安定所長の指示により職業訓練（求職者を作業環境に適
公共職業安定所長の指示により職業訓練（求職者を作業環境に適
応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（
応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律（
平成四年法律第六十三号）第十八条第一項第四号の教育訓練を含
平成四年法律第六十三号）第十八条第一項第四号の教育訓練を含
む。以下同じ。）を受けているものに対して、支給するものとす
む。以下同じ。）を受けているものに対して、支給するものとす
る。
る。
一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条の中高年
一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条の中高年

（就職促進手当）
第一条の四 （略）
２～４ （略）
５ 厚生労働大臣は、年度（四月一日から翌年の三月三十一日まで
をいう。以下この項及び第九項において同じ。）の平均給与額（
厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均
定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二
で除して得た額をいう。以下この項及び第九項において同じ。）
が平成二十七年四月一日から始まる年度（この項の規定により自
動変更対象額（賃金日額の最低額及び第三項の規定による就職促
進手当の日額の算定に当たつて、百分の八十から百分の五十まで
の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。）が変更されたと
きは、直近の当該変更がされた年度の前年度）の平均給与額を超
え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下し
た比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を
変更しなければならない。
６～
（略）
15

齢失業者等求職手帳の発給を受けている者（次条第二項第一号
において「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。）
二・三 （略）
四 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、
当該災害により離職を余儀なくされたもの（次条第二項第三号
の二において「災害による離職者」という。）
四の二 学校、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校、職
業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同
法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を新た
に卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する
事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消
され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が
困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者（
当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されて
いない者に限る。次条第二項第三号の三において「災害による
内定取消し未就職卒業者」という。）
五～八の二 （略）
八の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平
成六年法律第三十号）第十条の永住帰国した中国残留邦人等及
びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十
年を経過していないもの（次条第二項第六号の二及び第六条の
二第一項第一号トにおいて「中国残留邦人等永住帰国者」とい
う。）
八の四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する
法律（平成十四年法律第百四十三号）第二条第一項第五号に規
定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと
認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号
に規定する帰国した被害者であつてその配偶者（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る者を含む。
）、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を

齢失業者等求職手帳の発給を受けている者（第三条第一項第一
号において「中高年齢失業者等求職手帳所持者」という。）
二・三 （略）
四 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、
当該災害により離職を余儀なくされたもの（次条第一項第三号
の二において「災害による離職者」という。）
四の二 学校、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校、職
業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同
法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を新た
に卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する
事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消
され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が
困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者（
当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されて
いない者に限る。次条第一項第三号の三において「災害による
内定取消し未就職卒業者」という。）
五～八の二 （略）
八の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平
成六年法律第三十号）第十条の永住帰国した中国残留邦人等及
びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十
年を経過していないもの（次条第一項第六号の二及び第六条の
二第一項第一号トにおいて「中国残留邦人等永住帰国者」とい
う。）
八の四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する
法律（平成十四年法律第百四十三号）第二条第一項第五号に規
定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと
認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号
に規定する帰国した被害者であつてその配偶者（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る者を含む。
）、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を
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決定することにつき困難な事情があると認められるもの（次条
決定することにつき困難な事情があると認められるもの（次条
第二項第六号の三及び第六条の二第一項第一号チにおいて「北
第一項第六号の三及び第六条の二第一項第一号チにおいて「北
朝鮮帰国被害者等」という。）
朝鮮帰国被害者等」という。）
九～十二 （略）
九～十二 （略）
３～７ （略）
３～７ （略）

（移転費）
（移転費）
第四条 法第十八条第四号に掲げる給付金（以下「移転費」という 第四条 法第十八条第四号に掲げる給付金（以下「移転費」という
。）は、前条第二項各号のいずれかに該当する求職者であつて、
。）は、前条第一項各号のいずれかに該当する求職者であつて、
公共職業安定所、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）
公共職業安定所、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）
第四条第八項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条
第四条第八項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条
の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業（雇用期間が著し
の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業（雇用期間が著し
く短いものを除く。）に就くため、又は公共職業安定所長の指示
く短いものを除く。）に就くため、又は公共職業安定所長の指示
した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの（
した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの（
公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に
公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に
限る。）に対して、支給するものとする。
限る。）に対して、支給するものとする。
２～５ （略）
２～５ （略）

附 則
附 則
（漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置）
（漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置）
第二条 就職促進手当、訓練手当、求職活動支援費、移転費、職場 第二条 就職促進手当、訓練手当、求職活動支援費、移転費、職場
適応訓練費、就業支度金及び特定求職者雇用開発助成金は、第一
適応訓練費、就業支度金及び特定求職者雇用開発助成金は、第一
条の四第一項、第二条第二項から第五項まで、第三条第二項及び
条の四第一項、第二条第二項から第五項まで、第三条第二項及び
第六項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第六条第一項
第六項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第六条第一項
並びに第六条の二第一項の規定に該当する者のほか、次の各号に
並びに第六条の二第一項の規定に該当する者のほか、次の各号に
定める者に対して、支給するものとする。
定める者に対して、支給するものとする。
一 就職促進手当は、漁業離職者（漁業経営の改善及び再建整備
一 就職促進手当は、漁業離職者（漁業経営の改善及び再建整備
に関する特別措置法（昭和五十一年法律第四十三号）第十二条
に関する特別措置法（昭和五十一年法律第四十三号）第十二条
に規定する者のうち、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定
に規定する者のうち、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定
める政令（昭和三十八年政令第六号）第一項第一号に掲げる沖
める政令（昭和三十八年政令第六号）第一項第一号に掲げる沖
合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九
合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九
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度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第二号
に掲げる以西底びき網漁業、同項第四号に掲げる大中型まき網
漁業のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、
東経百七十九度の線以西の太平洋の海域（オホーツク海及び日
本海の海域を除く。）を操業区域とするもの、北緯二十一度の
線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の
太平洋の海域（日本海の海域を除く。）を操業区域とするもの
並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西
の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業
区域とするもの、同項第八号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業
若しくは同項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業（総トン
数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。）又
は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令（昭
和五十一年政令第百三十二号）第六条第九号に掲げる中型いか
釣り漁業のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以
西の太平洋の海域を操業区域とするもの若しくは同条第十一号
に掲げる東シナ海はえ縄漁業に従事していた者（船員職業安定
法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する船
員（以下「船員」という。）となろうとする者を除く。）をい
う。以下同じ。）であつて、次条第一項又は附則第四条第一項
の規定により平成三十五年六月三十日までの間に漁業離職者求
職手帳の発給を受けたもの（附則第五条の規定により当該手帳
が効力を失つた者を除く。以下「手帳所持者である漁業離職者
」という。）であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生
労働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる漁業離職者
の再就職の促進のための職業指導（以下この条及び附則第五条
第二項第四号において「就職指導」という。）を受けているも
の
二 訓練手当は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職
業安定所長の指示により職業訓練を受けているもの又は失業日
（次条第一項第一号に規定する日をいう。以下この号及び第六

度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第二号
に掲げる以西底びき網漁業、同項第四号に掲げる大中型まき網
漁業のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、
東経百七十九度の線以西の太平洋の海域（オホーツク海及び日
本海の海域を除く。）を操業区域とするもの、北緯二十一度の
線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の
太平洋の海域（日本海の海域を除く。）を操業区域とするもの
並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西
の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業
区域とするもの、同項第八号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業
若しくは同項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業（総トン
数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。）又
は漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令（昭
和五十一年政令第百三十二号）第六条第九号に掲げる中型いか
釣り漁業のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以
西の太平洋の海域を操業区域とするもの若しくは同条第十一号
に掲げる東シナ海はえ縄漁業に従事していた者（船員職業安定
法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する船
員（以下「船員」という。）となろうとする者を除く。）をい
う。以下同じ。）であつて、次条第一項又は附則第四条第一項
の規定により平成三十年六月三十日までの間に漁業離職者求職
手帳の発給を受けたもの（附則第五条の規定により当該手帳が
効力を失つた者を除く。以下「手帳所持者である漁業離職者」
という。）であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生労
働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる漁業離職者の
再就職の促進のための職業指導（以下この条及び附則第五条第
二項第四号において「就職指導」という。）を受けているもの

二 訓練手当は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職
業安定所長の指示により職業訓練を受けているもの又は失業日
（次条第一項第一号に規定する日をいう。以下この号及び第六
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号において同じ。）において四十歳未満の漁業離職者（失業日
号において同じ。）において四十歳未満の漁業離職者（失業日
においてその者が四十歳以上であるとみなした場合に同項又は
においてその者が四十歳以上であるとみなした場合に同項又は
附則第四条第一項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受
附則第四条第一項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受
けることができる者であつて、失業日又は同項第一号のその失
けることができる者であつて、失業日又は同項第一号のその失
業をするに至つた日の翌日から起算して三箇月以内に公共職業
業をするに至つた日の翌日から起算して三箇月以内に公共職業
安定所に出頭して求職の申込みをしたものに限る。）であつて
安定所に出頭して求職の申込みをしたものに限る。）であつて
、公共職業安定所長の指示により平成三十五年六月三十日まで
、公共職業安定所長の指示により平成三十年六月三十日までの
の間に受講を開始した職業訓練を受けているもの
間に受講を開始した職業訓練を受けているもの
三・四 （略）
三・四 （略）
五 職場適応訓練費は、都道府県知事の委託を受けて、手帳所持
五 職場適応訓練費は、都道府県知事の委託を受けて、手帳所持
者である漁業離職者について作業環境に適応させる訓練を行う
者である漁業離職者について作業環境に適応させる訓練を行う
事業主又は第二号の規定に該当する漁業離職者について平成三
事業主又は第二号の規定に該当する漁業離職者について平成三
十五年六月三十日までの間に開始した作業環境に適応させる訓
十年六月三十日までの間に開始した作業環境に適応させる訓練
練を行う事業主
を行う事業主
六・七 （略）
六・七 （略）
２～４ （略）
２～４ （略）
５ 手帳所持者である漁業離職者が第一条の四第十四項各号のいず ５ 手帳所持者である漁業離職者が第一条の四第十三項各号のいず
れかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一箇月
れかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一箇月
間は、就職促進手当は支給しない。
間は、就職促進手当は支給しない。

第三条 公共職業安定所長は、平成三十五年六月三十日までの間、 第三条 公共職業安定所長は、平成三十年六月三十日までの間、漁
漁業離職者であつて、次の各号に該当するものに対して、漁業離
業離職者であつて、次の各号に該当するものに対して、漁業離職
職者求職手帳（以下「手帳」という。）を発給する。
者求職手帳（以下「手帳」という。）を発給する。
一～六 （略）
一～六 （略）
２～４ （略）
２～４ （略）

第四条 公共職業安定所長は、平成三十五年六月三十日までの間、 第四条 公共職業安定所長は、平成三十年六月三十日までの間、漁
漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対し
業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対して
ても手帳を発給することができる。
も手帳を発給することができる。
一・二 （略）
一・二 （略）
（略）
２ （略）
２
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（就職促進手当に関する暫定措置）
（就職促進手当に関する暫定措置）
第七条 雇用保険法附則第八条の規定により同法第四十条第一項の 第七条 雇用保険法附則第八条の規定により同法第四十条第一項の
規定を読み替えて適用する場合における第一条の四第十三項の規
規定を読み替えて適用する場合における第一条の四第十二項の規
定の適用については、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」
定の適用については、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」
とする。
とする。
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」を「

書
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人
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外

則

様式第三号（表面）中「
附
この省令は、公布の日から施行する。

書
出
届
況
状
用
雇
人
国
外

」に改める。
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