
 

  

 

労政ちば 
千葉の労働関係情報誌 

No.575 

臨時号 
２０２０年 

４月３０日発行 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例 
措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います。 

Headline News 

Topics 

千葉県 商工労働部 雇用労働課 企画調整班 

〒260-8667 千葉市中央区市場町１番１号 
電話：043-223-2767 
FAX：043-221-1180 
 

「労政ちば」に関するご意見・ご感想は下記まで 

千葉県ホームページにて、 

「労政ちば」のバックナンバーを 

公開しています。 

 

Ｐ１～２…新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追

加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います。 

Ｐ３～４…新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（対象期間の

延長について） 

Ｐ５ … 新型コロナウイルスに関連して労働者を休ませる場合の措置につきまし

ては、厚生労働省ＨＰにおけるＱ＆Ａをご参考ください。 

Ｐ６ … 労働者福祉資金融資制度のご案内 

 

 

※助成率の特例的な引上げなど、厚生労働省が４月２５日に発表した更なる拡大の詳細に

ついては、５月上旬以降を目途にお知らせします。 
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１．雇用調整助成金の特例措置の追加実施について 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済

への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由によ

り事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和２年２月14日、

同月 28 日及び３月 10 日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。 

   今般、これを拡充し、令和２年４月１日から同年６月 30 日までの間は、緊急対応期間として、上乗

せの特例措置を講じます。 

  
  （１）緊急対応期間（令和２年４月１日～同年６月 30 日）の休業等の上乗せ特例  

○休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅に引き上げます。 
      上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については 

２/３から４/５へ、大企業については１/２から２/３へ引き上げます。 
さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業については

４/５から９/10 へ、大企業については２/３から３/４へ引き上げます。 

  

○教育訓練の加算額を大幅に引き上げます。 
上記期間内において、教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓練を実施した場合の加

算額（対象被保険者１人１日当たり）を、中小企業については 1,200 円から 2,400 円へ、大企業

については 1,200 円から 1,800 円に引き上げます。 

    
○教育訓練の範囲を大幅に拡大します。 

      上記期間内において、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようするなど教

育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就

かせても良いこととします。 

   

○生産指標の要件を緩和します。 

      生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で 10％の減少が必要でした

が、上記期間内においては、これを５％の減少とします。 

  

○支給限度日数にかかわらず活用できます。 

      上記期間内に実施した休業は、１年間に 100 日の支給限度日数とは別枠で利用できることと

します。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の
特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素
化を行います。 
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○雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。 
      上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象に含めます。具体的に

は、週 20 時間未満の労働者（パート・アルバイト（学生も含む）等）などが対象となります。 

  

（２）雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例 

    ○事後提出が可能な期間を延長します。 
      既に休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和２年５月 31 日までは、事後に計

画届を提出することが可能となっていましたが、この期間を同年６月 30 日までに延長します。 
  

○短時間休業を大幅に活用しやすくします。 
      短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、事業

所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とするなど、活用しやすくします。 
  

○休業規模の要件の緩和 
      対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合（休業規模要件）について、中小企

業は１/20 以上、大企業は１/15 以上としていましたが、これを中小企業は１/40 以上、大企業

は１/30 以上に緩和します。 

    

○残業相殺制度を当面停止します。 
      支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること（残業相殺）を当面停

止します。   
  
 ２．申請書類の大幅な簡素化について 
  新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅

に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。 
   具体的には、 

・記載事項の半減（自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等） 
・記載事項の簡略化（休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする） 
・添付書類の削減 

などを行います。 
   また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするな

ど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにします。 
 

※助成率の特例的な引上げなど、厚生労働省が４月２５日に発表した更なる拡大の詳細については、５月

上旬以降を目途にお知らせします。 
詳細については、下記お問合わせ先までご連絡ください。 

【お問い合わせ先】 
千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係 
電話：０４３－２２１―４３９３ FAX：０４３－２０２―５１４１ 
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小学校休業等対応助成金は、新型コロナウイルス感染症への対応として小学校等が臨時休業した場合

等に、その小学校等に通う子どもの世話が必要な労働者（正規雇用・非正規雇用を問いません）に有給の

休暇を取得させた企業に助成するという国の支援策の１つです。 

この助成金の対象期間については２月 27日から３月 31日までとしていましたが、６月 30日まで延長

することといたしました。 

この助成金制度をご活用いただくなど、労働者が安心して子どもの世話に専念できるよう、有給の休暇

制度の導入をお願いいたします。 

 

支給対象事業主 支給額 

①又は②の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に

対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給（賃金全額支給※１）の休

暇を取得させた事業主。 

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業した小学校等

（※２）に通う子ども 

② 新型コロナウイルスに感染した又は風症状など新型コロナウイルスに   

感染したおそれのある、小学校等に通う子ども 

（適用日：令和２年４月１日から６月 30 日の間に取得した休暇） 

 

※１ 年次有給休暇の場合と同様 

※２ 小学校等：小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校 

（全ての部）、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 

休暇中に支払った 

賃金相当額 

×10/10 

※１日あたり 8,330 円

を支給上限 

 

【お問合せ先】 

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 

（電話番号）  0120-60-3999    （受付時間） 9時 00分～21時 00分（土日・祝日含む） 

 

【よくあるご質問】 

Ｑ ４月以降分の助成金ではどこが変わるのですか。 

Ａ 助成金の対象者については、４月以降分についても、引き続き、業種・職種にかかわらず対象とな

ります。４月以降分からは、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した

場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもの世話をする保護者に有給休暇を取得さ

せた場合も支給対象になります。なお、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよい

と認めた場合は、３月以前分についても対象となります。 

Ｑ 小学校や保育所等は休業しておらず、利用を控えるようお願いされているということもないが自

主的に登校等を自粛した場合は対象になりますか。 

Ａ 対象になりません 。ただし、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎

疾患等を有するなど特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して特別に休むこ

とを認めた場合等は、対象になります。 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 

（対象期間の延長について） 
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Ｑ 普段放課後児童クラブを利用しているところ、小学校等は休業していないが、放課後児童クラブ

は休業している場合は対象になりますか。 

Ａ 対象になります。 

Ｑ 風邪などの症状はない子どもについて 、感染予防のため自主的に休ませた保護者は対象になりま

すか。 

Ａ 対象になりません。ただし、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎

疾患等を有するなど特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して特別に休む

ことを認めた場合等は、対象になります。 

 

【お願い】 

 現在、政府の新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を受け、県内の労働局、労働基準監督署・ハロ

ーワークは、利用者の方及び職員の感染拡大防止のために窓口等を縮小させていただいております。 

 また、利用者の皆さまに来庁いただくことなく、電話による労働相談、電子申請・郵送での各種届出・

申請、インターネットを通じた情報収集について、積極的なご活用をお願いしております。 

 不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

＜電話による相談等が可能な主なもの＞ 

・新型コロナウイルス感染症の影響による労働相談 

・解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどのあらゆる分野の労働相談  

・ハローワークによる職業紹介 など 

 

＜電子申請や郵送による届出・申請などが可能な主な手続き＞ 

・労働基準法に基づく 36協定や就業規則の届出 など 

 ・労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告 など 

 ・雇用保険法に基づく雇用保険被保険者の資格取得や資格喪失に関する届出 など 

 ・ハローワークへの求人申し込み 

 ・労働者派遣事業および職業紹介事業の許可の申請 など 

 

＜郵送による届出・申請が可能な主な手続き＞ 

・ハローワークや雇用環境・均等室における各種助成金の申請 など 

 

＜インターネットによる情報収集が可能な主なもの＞ 

・ハローワークインターネットサービスによる求人情報  

・労働者の労働条件、安全や衛生に関する各種情報、FAQ 

 

【お問い合わせ先】 

千葉労働局 雇用環境・均等室 

電話：０４３－３０６－１８６０  
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労働基準法第 26条では、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働

者の最低限の生活の保障を図るため、会社は、休業期間中に休業手当（平均賃金の

6割以上）を支払わなければならないとされています。 

【休業手当の支払いが必要となる主な例】 

・会社が、発熱などの症状があるという理由だけで、労働者に一律に仕事を休ませる措置をとる場合 

. 会社が、「帰国者」や新型コロナウイルス感染者との「接触者」である労働者について、労働者が「帰国者・接触

者相談センター」に相談した結果、職務の継続が可能と言われたにもかかわらず、会社の判断により休ませる場合 

【休業手当の支払いが必要とならない主な例】 

. 発熱等の症状があるため、労働者が自主的に会社を休む場合 

. 都道府県知事が行う就業制限により、労働者が休業する場合 

 その他、厚生労働省のホームページにて、新型コロナウイルスに関連して労働者を休ませる場合の措置について、

Ｑ＆Ａを公表しております。随時更新しておりますので、ご確認ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ」で検索＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

【お問い合わせ先】     電話番号               管轄区域 

千葉労働基準監督署   043-308-0671（千葉市、市原市、四街道市） 

船橋労働基準監督署   047-431-0182（船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市） 

柏労働基準監督署     04-7163-0246（柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市） 

銚子労働基準監督署   0479-22-8100（銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町） 

木更津労働基準監督署   0438-22-6165（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、館山市、鴨川市、南房総市、安房郡） 

茂原労働基準監督署  0475-22-4551（茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡） 

成田労働基準監督署  0476-22-5666（成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡の栄町、香取郡のうち神崎町、多古町） 

東金労働基準監督署  0475-52-4358（東金市、佐倉市、八街市、山武市、大網白里町、山武郡、印旛郡のうち酒々井町） 

新型コロナウイルスに関連して労働者を休ませる場合の措置

につきましては、厚生労働省ＨＰにおけるＱ＆Ａをご参考く

ださい。 
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 中小企業労働者生活安定資金 育児・介護休業者生活安定資金 離職者生活安定資金 

お申込み 

できる方 

１．中小企業にお勤めの方。 

２．１年以上同一の事業者に雇用

されていて、年間所得が 150

万円以上の方。 

３．県内の同一住所に１年以上居

住し、世帯の生計を維持して

いる方。 

１．中小企業にお勤めの方。 

２．1 年以上同一の事業者に雇用

されていて、年間の所得が 

150 万円以上の方。 

３．育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（平成 3 年法

律第 76 号）に基づく育児休

業・介護休業中の方。 

４．県内の同一住所に１年以上居

住している方。 

１．会社の都合又は自己の都合により

離職している方。 

２．離職時に雇用保険法（昭和 49 年

法律第 116 号）第 10 条に規定

する失業給付を受けることがで

きる資格を有する方で、現にそ

の申請を行った方。 

３．労働の意思および能力を有し、

現に求職活動を行っている方で

離職後 18 ヶ月以内の方。 

４．県内に 1 年以上居住し、世帯の

生計を維持していた方。 

資金使途 

療養費または分娩費・冠婚葬祭費・

教育費・災害または事故による損失

に充てる費用・住宅の補修費・その

他知事が必要と認める生活に伴う

臨時の出費に要する費用。 

育児・介護休業期間中の生活資金。

（育児・介護休業による賃金の減

少により生活上必要とする資金） 

融資対象者およびその扶養家族が必要と

する生活安定資金。 

一般：基本的な生活を維持するために日常的

に必要とする資金 

特別：中小企業労働者生活安定資金と同

じ 

融資額 最高１００万円 

最高５０万円 

（育児・介護休業の期間 3 か月以下の場合） 
最高１００万円 

（育児・介護休業の期間 3 か月超の場合） 

最高３０万円（一般資金） 

最高２０万円（特別資金） 

＊限度額は一般と特別併せて最高 

５０万円 

金利 

（固定金利） 

年 1.7％ 

（別途保証料０.7％要） 

年１.0％ 

（別途保証料０.7％要） 

年１.2％ 

（別途保証料０.7％要） 

返済期間 最長５年 

最長 5 年 

（育児・介護休業期間中は据え置き、

その据え置き期間を含む） 

最長３年 

（3 か月の据え置き期間を含む） 

返済方法 
元利均等月賦または月賦・半年賦

併用返済 

元利均等月賦または月賦・半年賦

併用返済 
元利均等月賦返済 

担 保 不要 不要 不要 

保 証 日本労信協の保証。（別途０.7％の保証料が必要・上記融資金利に上乗せとなります。）連帯保証人不要。 

【お問い合わせ先】 

千葉県商工労働部雇用労働課 

電話：043-223-2743  FAX：043-221-1180  E-Mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

労働者福祉資金融資制度のご案内 
 

中小企業にお勤めの方、育児・介護休業者や離職者の生活の安定のため融資制度です。  

[千葉県]と[ろうきん]による提携制度で安心してご利用いただけます。 

 

融資条件・申込方法など詳しくは、千葉県内の＜中央ろうきん＞各支店へ      
お問い合わせください。 


