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平成24年 3月
31日 で終了予
定の助 成金 に
つしヽて

以下の助成金は平
成 23年 度

~で
終了

予定です。
平成24年 3月 31
日までに正規雇用

された労働者までが、助成金支給の対
象となります。正規雇用前に有期雇用
を行わなければしヽけなしヽ助成金もあり
ますので、対象者の雇しヽ入れ時期にご
注意くださしヽ。
①若年者等正規雇用化特周」奨励金

年長フリーター等や採用内定を取
り消されて就職先が未決定の学生等
をハローワークの紹介で雇しヽ、正規
雇用した場合支給
支給額
6ヶ 月経過後 50万 円、1年 6ヶ 月
経過後 25河 円、2年 6ヶ 月経過後
25万 円(計100万 円、中小企業)

②3年 以内既卒者 (新卒扱い)採 用拡
大奨励金

3年 以内の大学等の既卒者をハロ
ーワークの紹介で正規雇用した場合
の助成金
支給額
100万 円 (正規雇用から6ヶ 月経過
後)同 一事業所 1回 限り

③3年 以内既卒者 (新卒扱しヽ)ト ライ
アル雇用奨励金

卒業後 3年 以内の既卒者をハロー

ワークの紹介で有期雇用(原貝」3ヶ
月)しその後正規雇用した場合の助成
金

1支結割
月額 10万 円 (最大 3か 月)、正規雇
用後 3ヶ 月で 50万 円 (計 最大 80
方円)

④既卒者育成支援奨励金
卒業後 3年 以内の既卒者をハロー

ワークの紹介で有期雇用(原貝」6ヶ
月)しその間に研修を行しヽ、その後正
規雇用した場合の助成金
支給額
月額 10河 円(最大 6ヶ 月)座 学経費
月額5万 円(最大 3ヶ 月)正 規雇用後
3ヶ 月で 50万 円(計最大 125万 円)

利用する対象期間の初日が平成 23年
10月 7日 以降である事業主の方には

以下の特例を設けました。
①生産量等の確認期間を、最近 lヶ 月

に短縮します。(最近 3ヶ 月)
②最近 lヶ 月の生産墨等がその直前の

lヶ 月叉は前年同期と比べ、原則と
して 5%以 上減少する見込みである
事業所も対象とする (支給決定時、実
際に減少してしヽなしヽ場合は対象外)

雇用調整助成金

の特例について

外国人雇入れ時の
就労資格確認①

円高の影響を受

けた事業主で、雇

用調整助成金を

外国人を雇入
れる際、就労司
能な在留資格

者であるかを外国人登録証明書で確認
してくださしヽ。コピーではなく、実物
で行しヽましょう。
不法就労外国人を雇用した事業主は、
入管法により3年 以下の懲役叉は300
万以下の罰金に処せられます。
在留資格は以下の通りです。
①就労が認められる在留資格 (活動に
制限無し)



在留資格 該当例

永住者
法蕩大臣から永任の評可を受け
た者

日本人の
配偶者等

日本人の配偶者、実子、特局」董子

永住者の
配偶者等

永住者 ・特局」永任者の配偶者及び
わが国で出生し、ヨ1続き在留して
いる実子

定住者 外国人配偶者の連れ子等

②就労が認められる在留資格 (活動が
特定)

◆就労が認められていなしヽ在留資格
者でも、資格外活動許司を受けると
許可された範囲で就労することが
できますが、下表のように就労時間
の制限があります。資格外活動許可
書で確認しましょう。

Q&Aな ぜなにどうして?
国 ;当社では社員旅行を毎年行

を本人に伝え、了承を得て控除し
ていますが、問題があるのでしょ
うか?
歴ヨ;賃金は全額を支払うことが原則で
すが、以下のものは控除してよいこと
になってしヽます。

①税金や社会保険料など法令で定めら
れたもの

②従業員の過半数組合や過半数代表者
と 「賃金控除協定」※を結び、その協
定に定められたもの
※協定は監雪署等に届出る必要はあ

りません。
今回の事例は②に該当します。
隻金控除協定を結んでしヽなしヽ揚合は、

結んだ上で積立金の控除をする財要が
あります。

通勤費の非課税限度額の改正

自動車などを使用する人の通勤手当

は、通勤距離が片道 15キ ロメートル

以上あれば、公共交通機関の運隻相当

額 (最高限度 l①万円)ま で非課税と

する扱しヽがありましたが、平成 24年 1

月 1日 からは、この扱しヽがなくなり、
下の表だけになります。

【通勤手当非課税限度額表 (自動車等使用者)】

片道 45krn以 上 24,500円

片道 35k r n以 上 45 k r n未 満 20,900円

片道 25krn以 上 35krll未満 16,100円

片道 15km以 上 25krn未 満 11,300円

片道 1 0krn以上 1 5krll未満 6,50① 円

片道 2kr n以上 l ①kr n未満 4,100円

片道 2Km未 満 全額課税

在留資格 該当lp」

技術
コンピュータ技主、目動車設。t
技士等

人文矢B識 ・

国際業務
通訳、語学の指導、為替ディー

ラー、デザイナー等

企業内転勤

企業が海外の本店、支店から期
間を定めて受け入れる社員 (活
動は、「技術」、「人文知識 ・国際
業務」に掲げるものに限る)

技能 外国料理の調理師等

特定活動
ワー千ング不 リデー、卒業後就

職活動を行う留学生等
(条件があります)

◆他 13種 類の在留資格があります。

③原則就労が認められなしヽ在留資格
在留資格 該当lp」

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客、親族 ・矢□人訪間

留学 大学、高等学校等の学生

石汗1多 研修生

家族滞在
往 笛 タト国 人 等 つ` 扶 重 す る 臼じ1嵩
者 ・子

通常の就労期間
(1週間につき)

長期休暇中
(1日につき)

留学生
28時 間以内

8時 間以内

家族滞在


