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○ 有効求職者数は、2ヶ月連続で大きく増加。
（なお、ハローワークの稼働日によって前年比が変動することに注意）

・ 特に、中高年層を中心に事業主都合離職者が増加。
・ また、将来への不安などから、より安定的な雇用を求めた在職求職が増加。
・ さらに、資源価格等の高騰から家計を補填する目的で家事求職者も増加。

求職者の動向 

（％）
求職理由別の常用有効求職者の推移
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資料出所：厚生労働省「職業安定業務統計」より。パートタイムを含む常用（4ヶ月以上の労働契約の者）の有効求職者数。  １



○ 大企業製造業の業況判断指数（「良い」－「悪い」）はマイナス２４となり、９月の前回調査から２１ポ
イント低下。オイルショック時の下落に次ぐ、過去２番目の下落幅となった。 

○ 雇用人員判断指数（「過剰」－「不足」）は、全規模製造業でプラス３からプラス１４と過剰感が大幅に
増加し、全規模全産業でもマイナス２からプラス４と過剰に転じている。

雇用の過不足感

日銀短観・雇用判断ＤＩの推移 
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（出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」 ２



○ 各都道府県労働局からの報告（１１月２８日公表）によると、

本年10月から来年3月において、期間満了等による雇用調整を実施済み及び実施予定とされたのは、

全国４７都道府県、４７７件、３０，０６７人となったところ。
（内訳）

・派遣 292件 １９，７７５人 （６５．８％）
・契約（期間工等） 89件 ５，７８７人 （１９．２％）
・請負 36件 ３，１９１人 （１０．６％）
・その他 60件 １．３１４人 （ ４．４％）

雇止め・解雇状況

雇用形態別・産業別の集計結果
派遣  19,775 人 (人)

産業計 製造業 運輸業 卸・小売業 その他
期間満了 5,991  5,985  0 0 6  

その他（中途解除等） 13,784  13,471 15 202  96  

契約(期間工等)  5,787 人

請負  3,191 人

その他  1,314 人

産業計 製造業  運輸業 卸・小売業 その他
期間満了 4,128  4,118  0 10  0 

その他（解雇等） 1,659  1,420  59 146  34  

産業計 製造業 運輸業 卸・小売業 その他
期間満了 886  821  0 0 65  

その他（中途解除等） 2,305  1,772  30  0 503  

産業計  製造業 運輸業  卸・小売業  その他
期間満了 489  381  0 63  45  

その他（解雇等）  825  277  51  304  193  

資料出所：全国の労働局及び公共職業安定所による、企業に対する聞き取り調査。
（＊全ての雇用調整事例を把握しているものではない。また、現時点で内容が確定している事例）

注１： 各雇用形態別、産業別の人数のうち、期間満了として報告のあったものを集計。
注２： 「その他（中途解除等）」、「その他（解雇等）」は、それぞれ、中途解除及び不明、解雇及び不明である。
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雇用の安定の確保に関する要請 


厚生労働省

要請者 要請先 要請日

舛添大臣 (社)日本経済団体連合会 12月19日

日本商工会議所 12月17日

渡辺副大臣 全国中小企業団体中央会 12月12日

(社)日本自動車工業会 12月12日

職業安定局長 電機・電子・情報通信産業経営者連盟 12月17日

(社)日本人材派遣協会 12月22日

(社)日本生産技能労務協会 12月25日

有限責任中間法人　日本製造ｱｳﾄｿｰｼﾝﾝｸﾞ協会 12月18日
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平成20年度経済対策等に係る雇用調整助成金制度の見直し

中小企業緊急雇用安定助成金の創設

①支給要件
中小企業であって、
ア 最近３か月の生産量が前年同期比で減少
イ 前期決算等の経常利益が赤字であること

（生産量が５％以上減少している場合は不要。）
ウ 最近３か月の雇用量が前年同期比で不増

②助成率等
・休業、教育訓練、出向 手当等の４／５（上限あり）
・教育訓練費 １人１日 ６，０００円

雇用調整助成金

①支給要件
ア 最近６か月の生産量が前年同期比で  10％以上減少

イ 最近６か月の雇用量が前年同期比で不増

②助成率等
・休業、教育訓練、出向 手当等の１／２（上限あり）
・教育訓練費 １人１日 １，２００円

④対象労働者
雇用保険の被保険者として６か月以上継続
して雇用されている者

⑤短時間休業
対象労働者全員が一斉に１時間以上の休業を行う。

※中小企業緊急雇用安定助成金の④・⑤と同内容

＜一次補正＞

③支給限度日数
・３年間で２００日
・制度利用後１年経過するまでの期間は再度制度
利用することができない（クーリング期間）。

③支給限度日数
・３年間で２００日
・制度利用後１年経過するまでの期間は再度制度
利用することができない（クーリング期間）。

中小企業緊急雇用安定助成金の拡充

①支給要件
中小企業であって、
ア 最近３か月の生産量がその直前３か月又は前年同期比で減少
イ 前期決算等の経常利益が赤字であること

（生産量が５％以上減少している場合は不要。）
ウ 雇用量不増要件は撤廃

②助成率等
・休業、教育訓練、出向 手当等の４／５

（上限あり）
・教育訓練費 １人１日 ６，０００円

④対象労働者
雇用保険被保険者として６か月以上継続して雇用されている者に加え、被保
険者期間が６か月未満の者、又は６か月以上雇用されている被保険者以外の
者も対象（１２月９日より遡及適用）とする。

⑤短時間休業
対象労働者ごとに時間単位での休業を認める。

雇用調整助成金の拡充

①支給要件
ア 最近３か月の生産量がその直前３か月又は前年同期比で５％以上減少
イ 雇用量不増要件は撤廃

②助成率等
・休業、教育訓練、出向 手当等の２／３

（上限あり）
・教育訓練費 １人１日 １，２００円

③支給限度日数
・３年間で３００日（１年間２００日）
・クーリング期間を廃止

※中小企業緊急雇用安定助成金の④・⑤と同内容

③支給限度日数
・３年間で３００日（１年間２００日）
・クーリング期間廃止

Ｈ20.12.1から実施

（Ｈ20年度当初の制度）

５



再就職を希望する離職者に対する住宅・生活支援

相談体制の整備（12/15～）

●廃止決定していない雇用促進住宅の
最大限活用(1.3万戸)、ハローワーク
を相談窓口とし、迅速な入居の促進

住宅・生活支援の資金貸付（12/15～）

対象者に対する相談支援

●全国のハローワーク(187か所＋3か所)に
おいて、住宅と 安定就労確保のための相
談支援を行う

※貸付後6か月後に就職した場合、一部
返済免除

雇用促進住宅への入居（12/15～）

・入居初期費用(上限50万円)
・家賃補助費(上限6万円×最長6ケ月）
・生活・就職活動費(上限100万円）

※雇用保険受給者は入居初期費用(上限50
万円）と生活・就職活動費(上限10万円)

●ハローワークを窓口として金融機関が貸付

住宅の継続使用の要請（12/9～）

住宅の継続貸与事業主への助成
（12/9～）

事業主に対する働きかけ

●各労働局、ハローワークにおいて、
社員寮への入居継続を可能とす
るよう事業主に対する要請を行う

●併せて、厚生労働大臣から経済
団体等に対する要請を行う

●雇止め・解雇を行った派遣労働者
等に対して、離職後においても、

引き続き住宅を無償で提供する事業
主への助成
（対象労働者1人につき1か月あたり
上限4～6万円×最長6ヶ月） 

※12月9日以降住宅を提供した事業

主に対して適用

６



安定就職コーナーにおける住宅確保に係る相談人数等状況報告(速報値） 

累計

（12月15日～12月18日）

2566件
（65件）

17件
（2件）

4939件
（18件）

２　うち住宅入居初期費用等
　に関する相談件数

2063件
（7件）

＜就労関係＞（※）

＜住宅関係＞

１　住宅確保に係る延べ
　相談件数

１　職業相談件数

２　就職件数

（注１）ハローワークに設置している安定就職コーナー等（１８７箇所）及びキャリ
      アアップハローワーク（東京）における実績。また、括弧内はキャリアアップハ
      ローワーク（東京）の実績で内数。

（注）全国のハローワークのあっせんを経て、入居日、入居住宅が決定した件数。
　　　（実際に入居した件数ではない。）（財）雇用振興協会調べ。

※　上記数値は速報値を集計したものであり、変更があり得る。

（注２）（※）就労関係の取扱い状況については、平成20年12月16日分より把握

累計
（12月15日～12月1  8日）

雇用促進住宅への入居決定件数 548 件

７



新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応

新規学校卒業者の採用内定取消し（ハローワークが指導中のものを含む）について、全国のハローワークが確認している事案は、  

87事業所、331人（高校生29人、大学生等302人）である。（平成20年11月25日現在）

当
面
の
取
組

11月28日～

特別相談窓口の設置

「新規学校卒業者の採用に関する指針」の一層の周知

○ 採用内定取消しの通知を受けた大学生等からの相談に対応するための特別相談窓口を、全国の学生職業センター等に設置
〈支援の内容〉

・ 採用内定取消しを行おうとする事業主に対して、その回避等について指導を実施
・ 就職を希望する大学生等に対して、求人情報の提供、職業紹介等を実施  

○ ハローワークから事業主等にパンフレットを配布、 厚生労働省等のホームページへの掲載  

○ 事業主団体への要請

（注）事業主が新卒者の採用に当たり考慮すべき事項を取りまとめたものであり、 ①事業主は採用内定取消しを防止するため最大限の努力を行うこと、

②採用内定の時点で労働契約が成立したと見られる場合には、合理的理由がない限り取消しは無効とされること等を盛り込んでいる。  

○ 大学等と連携した採用内定取消しに関する情報の的確な把握、 学生へのリーフレットの配布等を通じた特別相談窓口に関する
情報の提供

大学等とハローワークの連携強化

新
た
な
雇
用
対
策 

①内定取消しに関する相談、企業指導等の強化
特別相談窓口の設置、ハローワークによる

取消事案の一元的把握、企業名の公表 等

②内定取消し学生のマッチングの促進
年長フリーターのための特別奨励金の対象に

特例的に追加 等

③新卒者の雇用の安定確保
新卒者採用後直ちに教育訓練・出向・休業を

させて雇用維持する場合も雇用調整助成金等
の対象に特例的に追加

④２２年３月卒業者に対する就職支援の強化
就職面接会の拡充、新卒者の採用拡大等に

ついて事業主団体へ要請

新たな雇用対策に関する提言（与党新雇用対策に関するＰＴ）20年12月5日

※可能なものから順次実施（②③④は20年度二次補正、21年度予算等において速やかに実施）

12月9日

８
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非正規労働者のセーフティネット機能・再就職支援機能の強化を重点に、以下の見直しを検討。

雇用保険制度の機能強化 

○ 年齢、地域を踏まえ、基本手当の支給が終了しても再就職が困難な場合について、特に必要があると

認められる一定の対象者に対する給付日数を特例的に６０日分延長。

②再就職が困難な場合の支援の強化

①非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化 

○ 契約更新がされなかった有期契約労働者の受給資格要件（離職日前２年間に被保険者期間１２月）を
６ヶ月に緩和し、６ヶ月以上１年未満で雇い止めされた労働者も給付の対象にするとともに、特例的に給付
日数を解雇等の離職者並みに充実。

２ 受給資格要件等について 

○ 雇用保険の適用基準である「１年以上の雇用見込み」を「６ヶ月以上」に緩和し、適用範囲を拡大。

１ 適用範囲について 

○ 安定した再就職のインセンティブ強化のため、早期に再就職した場合に支給される再就職手当（所定給付日数の３分

の１以上、かつ４５日以上残して早期に安定的な職業に再就職した場合、一時金を支給）等について、特例的に給付
率を引き上げるとともに、一部受給要件を撤廃。  

○ 失業給付中に職業訓練を受講する者に対する手当の引上げ。  

○ 現在暫定措置により、平成２１年度末まで、給付率が引き上げられている育児休業給付（  40％→50%）について、当

該暫定措置を継続するとともに、全額を休業期間中に支給。

③安定した再就職へのインセンティブ強化

④育児休業給付の見直し



ふるさと雇用再生特別交付金（仮称）（案）

現下の雇用失業情勢が下降局面にある中で、雇用失業情勢が厳しい地域において、地域の実情や創意工夫に基づき、地域求職
者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、ふるさと雇用再生特別交付金（仮称）を創設し、これを基に基金
を造成し地域における事業の実施を支援する。

交付金の交付

企業 等

実施スキーム

都道府県

厚生労働省

基金

事業計画の提出

地域の当事者から成る協議会が、当該地域内で現在ニーズがあり、かつ、今後の地域の
発展に資すると見込まれる事業のうち、その後の事業継続が見込まれるものを選定する。
当該事業を地域求職者等を雇い入れて実施する場合に、要した費用を支給する。（実施
期間：１年以上３年以内）

（具体的な事業のイメージ）
・地域ブランド商品の開発・販路開拓事業
・旅行商品を開発する事業
・高齢者宅への配食サービス事業
・私立幼稚園での預かり保育等手厚い保育サービスを提供する事業
・食品リサイクル事業やたい肥の農業利用を促進する事業 等

（事業の実施要件）
・事業の実施を民間企業等に委託すること（地方公共団体の直接実施は不可）。

予算額 2,500億円
雇用創出効果 ３年間で最大１０万人

交付金事業の内容

交付金の規模・雇用創出効果

・労働者と原則１年の雇用契約を締結し、必
要に応じて更新を可能とする。

・本事業を実施するために雇い入れた労働者
を、正社員として雇用する企業等に対して、
交付金として一時金を支給する。

正規雇用化のための措置等

市町村

委託

補助

委託

労働局

事業主団体等

地域基金事業協議会（仮称）

・基金は４７都道府県に造成することとし、雇用
失業情勢に重きを置いて配分する。
・雇用失業情勢を勘案した発動要件を設ける。

実施地域等

１０



緊急雇用創出事業(仮称) （案） 


雇用失業情勢が下降局面にある中で、非正規労働者、中高年齢者等に対する一層の雇用調整の
進行が懸念されることから、都道府県に対する交付金を創設し、これに基づく基金を財源として、
地方公共団体が民間企業、シルバー人材センター等に事業を委託等して、非正規労働者、中高年齢
者等の一時的な雇用・就業機会の創出及びこれらの者に対する生活・就労相談を総合的に支援す
る緊急雇用創出事業(仮称）を実施する。

概念図 事業の内容

企業の雇用調整等により、解雇や継続雇用の中止による離職を余儀なくされた
非正規労働者、中高年齢者等の生活の安定を図るため、地方公共団体が民間

厚生労働省 （別途要求） 企業、シルバー人材センター等に事業を委託（直轄実施も可）し、非正規労働者、
中高年齢者等のための次の雇用へのつなぎの雇用就業機会の創出を行う。

都道府県 基金

事業計画 交付金

生活・就労相談
支援事業

ハロー
ワークに
おける職
業相談・
職業紹

介

一
体
的
実
施補助委託

また、国と都道府県の連携事業として、生活・就労相談を実施する。
（基金の有効期間：３年以内）

（具体的な事業イメージ）
○環境・地域振興 ： 森林の境界保全などの森林整備を図る事業
○介 護 ・ 福 祉 ： 高齢者等に対する介護補助を行う事業
○教 育 ： 補助教員による、ＩＴ、文化などの分野の教育の充実を図る事業

○防災・防火 ： 雑居ビル等における防災・防火に関する調査、啓発を行う事業

民間企業、シルバー人材センター等
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（事業実施要件）
・民間企業、シルバー人材センター等に委託し、又は地方公共団体が直接

実施すること。
・事業費に占める対象者の人件費割合が  8割以上であること。

・雇用就業期間は６ヶ月未満であること。

（連携事業）
○ハローワークと連携し、生活・就労相談支援事業を一体的に実施 

非正規労働者、中高年齢者等の雇用機会の創出

(事業の規模等）
・要求額 １，５００億円  (一般会計）

・雇用創出効果 １５万人
・実施地域 全国
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