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雇用安定事業の役割と財政運営に対する考察

要旨

雇用保険二事業は，事業主が主体で行う教
育訓練と雇用安定・創出への助成金であり，
特に，失業予防に努める事業主を支援する雇
用調整助成金は，リーマン・ショックにおけ
る不況時において受給事業所が増大し，その
役割について関心が高まった．本稿では，雇
用調整助成金の経済学的な効果に加え，不況
時における雇用安定事業の財政運営のあり方
について論じた．
本稿の主要な結論は以下の通りである．リ
ーマン・ショック時における雇用調整助成金
の雇用維持効果に加え，就業者数と雇用調整
助成金対象者数，支給額が正の相関性にある
ことが明らかになった．ただし，不況期には
支出の変動が大きく，財政運営には工夫が必
要である．なお，被保険者の連帯による失業
時の所得保障制度という雇用保険制度の役割
を超えており，雇用保険二事業における事業
主負担の保険料率は事実上の目的税である
が，事業主相互でリスクシェアしているわけ
でない．ただし，能力開発事業と雇用安定事
業では，費用と便益の関係は異なっており，
前者は企業内における人的資本投資の様相が
強く，後者は不況時の雇用調整の抑制に相関
性を持つ．結果として経済全体の安定につな
がっているならば，後者においては，一般財
源に拠る補助が検討されてもよいと考えられ
る．

キーワード　雇用調整助成金　労働保険特別
会計　雇用安定資金

1．はじめに

日本の雇用保険制度には，労働者の生活安
定と失業の未然防止，労働者の能力開発とい
う二つの目的がある．雇用保険二事業は，事
業主が主体で行う教育訓練と雇用安定・創出
への助成金であり，特に，失業予防に努める
事業主を支援する雇用調整助成金は，リーマ
ン・ショックにおける不況時において受給事
業所が増大し，その役割について関心が高ま
った．
雇用保険二事業を扱った先行研究は，中馬
他（2002）や神林（2012）など，雇用調整に
対する雇用調整助成金の効果を検証したもの
が多い．一方で，雇用保険二事業の財源の問
題を検証した研究は極めて少ないが，小倉
（1999）においては，雇用保険二事業は保険
事業の役割を超えており，一般財源による運
営を提言している．特に，リーマン・ショッ
クによる経済悪化によって，雇用安定事業の
財政運営については問題が生じたことから
も，事業主負担の保険料のみで運営していく
かどうかについては大きなテーマとなる．積
極的労働市場政策１）の要素を持つ給付や事業
に一般財源を投入することも一つの手段では
あるが，例えば，能力開発事業と雇用安定事
業では，同じ事業であっても役割が大きく異
なっている．本稿では，財源の問題を議論す
る際には，費用と便益の関係や外部性の問題
を考慮し，教育訓練給付や雇用保険二事業か
ら得られる便益が費用負担者に帰属するか，
経済全体の安定につながるのかについても着
目する．
本稿の構成としては，まず，制度の説明と
先行研究の整理をおこない，論点を整理する．

雇用安定事業の役割と財政運営に対する考察
－雇用調整助成金の効果と財政運営を中心に－

高　橋　勇　介（京都大学経済研究所）
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第一に，雇用調整助成金の経済学的な影響を
検証し，第二に，雇用安定事業の財政運営の
問題点を整理，最後に今後の財政運営につい
て論じることとしたい．

2．雇用保険二事業の制度的概観

雇用保険法制定時に導入された雇用保険三
事業（現在の雇用保険二事業）は，発生した
失業に対する事後的な救済に留まらず，幅広
く雇用政策を実施する事業として，さらには，
失業を予防する目的で特定の給付金を交付す
る事業へと拡大した．失業保険制度とは異な
り，雇用保険制度は，被保険者の連帯による
失業時の所得保障制度という本来の正確に留
まることなく，失業の予防を念頭においた政
策を実施する制度としてその姿を大きく変え
たといえる [小倉 1999]．
雇用安定事業とは，事業主に対する助成金
を通じて，若年者や中高年齢者の試行雇用を
促進，または創業や雇用を増やす事業主を支
援する事業であり，若年者や中高年齢者の試
行雇用を促進する試行雇用奨励金，高齢者や
障害者を雇用する事業主を支援する特定求職
者雇用開発助成金，失業予防に努める事業主
を支援する雇用調整助成金などが存在する．
特に雇用調整助成金は，事業活動の縮小を余
儀なくされた事業主が，労働者を一時的に休
業，教育訓練または出向させた場合，その手
当や賃金の一部を事業主に対して助成する仕
組みであり，不況期にその支出が拡大する．
2008 年度には，中小企業に配慮した，中小
企業緊急雇用安定助成金が創設されたが，
2013 年度に雇用調整助成金に統合された．
一方の，能力開発事業とは，事業主が行う教
育訓練への支援であり，キャリア形成促進助
成金などが存在する．神林（2012）は，不況
期には仕事自体が少なくなるため，一部休業
するか教育訓練にまわったり出向したりする
など実質的なワークシェアリングが必要とな
り，雇用調整助成金はワークシェアリングに
対する賃金補助であるとしている．また，好
況時に保険料を積み立て，不況時に積立金を

取崩し，失業者の生活水準を一定維持するこ
とで経済を安定化させる経済の自動安定化機
能（ビルト・イン・スタビライザー）といっ
た特徴もある．
リストラ等雇用上の諸問題が企業行動に起
因するところが多く，これらの問題の解決が
事業主にも利益をもたらすため，事業主の保
険料のみを原資とし，国庫負担は無い．なお，
労働保険特別会計の雇用勘定では，失業等給
付に関する剰余は積立金，雇用保険二事業に
関する剰余は雇用安定資金として繰り入れら
れるが，2008 年度のリーマン・ショックに
よって雇用情勢が悪化し，雇用調整助成金等
の支出が増大したために，雇用安定資金の枯
渇が懸念されるようになった．よって，2010
年度の雇用保険法改正では，失業等給付の積
立金からの借入れを可能にする暫定措置が設
けられた．雇用保険二事業に係る見直しとし
て，雇用安定事業では，雇用維持型から労働
移動支援型への政策転換２）を進めるため，労
働移動支援助成金の抜本的拡充を図り，雇用
調整助成金との予算規模を 2015 年度までに
逆転させることとなった．これに基づいて，
2014 年度の予算額は，労働移動支援助成金
301 億円（2013 年度 2 億円），雇用調整助成
金 545 億円（同 1,175 億円）と大きく見直さ
れた．一方，労働移動支援助成金には課題も
残されている．阿部（2016）は，雇用調整を
行う企業には再就職支援を行うインセンティ
ブが弱く，一部の企業しか助成金を利用して
おらず，リーマン・ショック後の企業の雇用
調整の多くが雇用維持型であった点を指摘し
ている．ただし，「失業なき労働移動」によ
って，失業という社会的コストを発生させる
ことなく，成長産業への労働移動を促進させ
ることは望ましく，これは，リーマン・ショ
ック後の欧州大不況の中でも低い失業率を維
持したドイツの雇用維持型の積極的労働市場
政策に類似している．よって，不況時におけ
る雇用調整助成金による雇用維持と労働移動
支援助成金による「失業なき労働移動」の組
み合わせは，日本にける積極的労働市場政策
構築を議論する上でも重要な政策課題とな
る．
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なお，事業主主体の能力開発や雇用維持政
策の財源について，海外の例を見ると，フラ
ンスにおける「職業訓練計画」（企業が社員
の仕事変化への適応，雇用維持，能力開発の
ために行う教育訓練を直接支援するための政
策）の財源は，労使が運営する OPCAが企
業から拠出した資金が用いられている．また，
スウェーデンでは，長期離職者の雇用を促進
させるため，長期離職者を採用した事業主に
対する補助を行うニュースタートジョブ制度
が存在するが，一定期間離職していた者を雇
用した事業主に対して，当該労働者への支払
賃金に係る事業主税（社会保険料）を基礎に
算定された金額の補助が税口座を通じて行わ
れる [厚生労働省 2013]．

3．雇用調整助成金の経済学的役割

3．1　  リーマン・ショック以前の先行研究と
その議論

雇用調整助成金は創設以来，長期不況業種
の延命処置になり，経済の長期的な雇用調整
を阻害する恐れがあると懸念されてきた．篠
塚（1985）や島田（1985）が主な研究である．
中馬他（2002）は，雇用調整助成金受給事業
所と，非受給事業所も含めた雇用保険適用事
業所のランダム・サンプルとの比較分析等を
通じて，雇用調整助成金の給付が，特定の業
種・事業所に継続・集中していること，雇用
調整助成金の申請は，大規模事業所で多く，
雇用調整助成金受給事業所が，その後閉鎖さ
れる確率は，非申請事業所に比べて高いこと
などを指摘している．同研究は，各業種の雇
用量と雇用調整助成金受給との関係を分析し
た結果，確かに雇用調整助成金受給は，長期
的に業種の雇用量と有意な負の相関にあるこ
とを明らかにしている．一方で，雇用調整助
成金は業種全体の雇用調整を停滞させるもの
の，事業所を長期にわたって延命させるよう
な効果は認められない，各都道府県の失業指
標と雇用調整助成金受給との関係を調べた結
果，雇調金は地域労働市場の失業指標との間
に有意な関係が見られないことも明らかにし

ている．すなわち，雇用維持の効果も認めら
れなかった点を示唆している．また，労働政
策研究・研修機構（2005）は，受給事業所の
経営実態を分析し，雇用調整助成金を受給し
ていなければ，「解雇，希望退職の募集」を
行ったという事業所が約 54％あるという点
で，雇用調整助成金は事業所の雇用人数の下
方調整を抑制した可能性を示唆している．

3．2　  リーマン・ショックにおける雇用維持
効果

リーマン・ショックにおいて，雇用調整助
成金の受給事業所数は大幅に拡大した３）．労
働政策研究・研修機構（2012）は，リーマン・
ショックがもたらした急激な不況の中で，雇
用調整助成金が雇用をどの程度維持したかを
検証している．産業全体を鉱工業，建設業及
び第 3次産業に分けて，それぞれの雇用量や
生産活動指数などのデータを利用して，過剰
雇用の推定値を求めたが，リーマン・ショッ
ク後の雇調金の雇用維持効果は，最大で「鉱
工業については 90 万人から 120 万人前後，
全産業（非農林漁業）では 150 万人前後」と
の結論を出している．また，みずほ総合研究
所（2009）は，雇用調整助成金による失業抑
制効果について試算を行い，調査時点（2009
年 6 月）で抑制された失業者は 45 万人にお
よび，助成金がなければ失業率は 6.1％と過
去最高になっていた可能性を示唆している．
労働政策研究・研修機構（2014）は，雇用
調整助成金受給・非受給事業所別の事業活動
水準の推移を比較し，受給事業所の方で活動
水準の低い事業所の割合が高く，リーマン・
ショックのような経済変動においては，事業
活動の急激な低下のあった事業所割合は非受
給事業所に比べ受給事業所の方が高い点を明
らかにしている．当然ではあるが，生産活動
の急激な低下があった事業所は，より多くの
雇用調整助成金を受給している．
さらに，雇用調整助成金の受給効果につい
ても次のような結果を示している．雇用調整
助成金の受給事業所に対し，支給がなかった
場合の対応を調査した結果，半数を超える事
業所がより多くの雇用削減を行っていたと回



－ 102 －

財政と公共政策　第 39 巻第 2号（通巻第 62 号）2017 年 10 月

答し，雇用調整助成金がなくても雇用維持が
可能であったと答えた事業所は 2割以下とな
った．さらに，雇用調整助成金の良い点を受
給・非受給双方の事業所に問うたところ，「従
業員を解雇せずに済む」の割合が，受給事業
所で 77％，非受給事業所で 21％と乖離が大
きく，「特にない」と答えた割合は非受給事
業所で 32.4%に及んだ．受給後の見通しにつ
いては，受給・非受給事業所ともに雇用の維
持・増加を決めている事業所は 7割を超えて
おり，かつ両事業所間の乖離も小さいことか
ら，受給事業所は雇用調整助成金受給後に安
定した雇用状況を取り戻していること示唆さ
れている．以上の調査を踏まえ，同研究では，
「受給事業所と非受給事業所を比較した結果，
事業活動面でより厳しい事業所において雇用
調整助成金が活用されており，余剰労働力の
調整が受給事業所では労働時間削減に重点を
置いてなされているのに対して，非受給事業
所では人員数削減に重点を置いたものになっ
ている傾向がみられる」と受給事業所におけ
る雇用調整助成金の雇用維持効果を示してい
る４）．
さらに神林（2012）は，2008 年から 2012
年にかけての『職業安定業務統計』と雇用調
整助成金関連の公開集計データを用いて，雇
用調整助成金の給付が，リーマン・ショック
時の雇用消失閾値の上昇を防ぎ，より多くの
被用者を企業内に押しとどめる効果を持って
いたことを実証的に検証している．
労働政策研究・研修機構（2017）は，事業
所の雇用成長率を入職と離職に分け，それぞ
れについて雇用調整助成金との関係を吟味し
ている．結果，受給事業所の雇用変動は，受
給終了直後に大きな離職が生じて雇用調整が
進むが，その後はむしろ受給前よりも積極的
に採用し，純雇用成長率は増加傾向にあった
こと等を明らかにしている．

3．3　雇用調整助成金の影響の検討
前項では，リーマン・ショック時における
雇用維持効果について整理した．なお，本項
では，2008 年度 4 月から 2013 年度 5 月まで
の『労働力調査』および雇用調整助成金関連

の公開集計データ５）のパネルデータを用い
て，就業者数と雇用調整助成金関連の変数の
相関性を検証する．推定モデルとして，

Iny
ij
 = a + Inβ1 xij

 + β2 Di
+ ε

ij

を想定する．y
ij
 は i年 j月の就業者数，x

ij
は

雇用調整助成金関連の変数で，対象者数，支
給額，支給事業所数，上乗せ分６）をそれぞれ
対数変換した値である．βは説明変数に係
る推計されるべき係数，εは誤差項を示し
ている．なお，使用するデータは個票ではな
く，集計データであるため，事業所数でウエ
イト付けした加重回帰分析（Weighted Least 
Square）で推計を行う．さらに，神林（2012）
では，対象事業所数を用いた推計に上乗せ比
率を追加的に投入したモデルも推計している
が，本稿では，事業所数と上乗せ分を追加し
たモデルも推計した．
推計に用いた変数の要約等計量を示したも
のが表 1，推計結果を示したものが表 2であ
る．推計結果をみると，対象者数，支給額と
もに，就業者数に対して，有意に正の影響を
与えている．一方で，支給事業所数と上乗せ
分を追加したモデルでは，支給事業所数が負
の影響を与えているが，上乗せ分は正の影響
を与えている．もちろん，短期間の集計デー
タを用いているなど限界もあるが，雇用調整
助成金の時系列でみた労働市場への影響とし
て，一つの示唆としたい．

5．雇用安定事業の財政運営

5．1　  雇用調整助成金の支出拡大と積立金の
借り入れ

リーマン・ショックによる雇用情勢の急激
な変化にともない，企業による雇用維持を図
りたい政府は，雇用調整助成金の要件緩和や
中小企業緊急雇用安定助成金の創設を行い，
企業側も雇用維持への意識を高めた結果，雇
用調整助成金の支給対象者数・支出額は拡大
した．雇用調整助成金の支出が拡大するに伴
い，雇用保険二事業の余剰である雇用安定資



－ 103 －

雇用安定事業の役割と財政運営に対する考察

金の取崩しが進み，雇用保険二事業の財源枯
渇が懸念されるようになった．雇用保険部会
からも失業等給付の積立金からの借り入れを
求める意見が出たため，2010 年度の雇用保

険法改正により，雇用保険二事業への積立金
の充当が決定した．法改正によって，2010
年度当初予算では 4400 億円，2011 年度当初
予算では 500 億円，2011 年度第一次補正予

サンプル 平均 標準偏差 最小値 最大値
就業者数（対数） 62 3.800 0.004 3.793 3.812
対象者数（対数） 62 5.412 0.995 3.084 6.402
支給額（対数） 62 6.852 1.040 4.483 7.890
支給事業所数（対数） 62 4.060 1.137 1.633 4.984
上乗せ分（対数） 50 4.034 0.371 1.963 4.290
年ダミー（2009 ～ 2012 年）62 0.193 0.398 0 1
年度ダミー（2013 年） 62 0.032 0.178 0 1

表 1　要約統計量

表 2　推計結果
モデル 1
WLS

モデル 2
WLS

モデル 3
OLS

モデル 4
OLS

対象者数（対数） 0.014***
[0.003]

支給額（対数） 0.013***
[0.002]

支給事業所数（対数） -0.003
[0.001]

-0.011***
[0.003]

上乗せ分（対数） 0.009***
[0.004]

2009 年 -0.045***
[0.010]

-0.043***
[0.009]

0.001
[0.003]

-0.013
[0.006]

2010 年 -0.038***
[0.009]

-0.036***
[0.008]

0.003
[0.003]

-0.012
[0.007]

2011 年 -0.038***
[0.009]

-0.037***
[0.008]

0.000
[0.003]

-0.015
[0.007]

2012 年 -0.049***
[0.068]

-0.033***
[0.007]

0.000
[0.003]

-0.016
[0.007]

2013 年 -0.031***
[0.008]

-0.028***
[0.007]

0.003
[0.003]

-0.013
[0.007]

定数項 3.751***
[0.012]

3.738***
[0.014]

3.812***
[0.002]

3.828***
[0.007]

決定係数 0.444 0.497 0.556 0.599
サンプルサイズ 62 62 62 50

注：  上段は係数，下段は標準誤差を示す．なお，* p<0.1  ** p<0.05  *** p<0.01 である．
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算では 7300 億円の計 12200 億円が失業等給
付の積立金から借り入れられることとなっ
た．
なお，失業等給付の積立金，雇用保険二事
業の雇用安定資金は同一勘定内で管理されて
いるとはいえ，その財源と目的が異なってい
る．日本の労働保険特別会計は，徴収勘定に
おいて，労災保険と雇用保険に係る保険料を
一括して徴収しており，労災勘定では保険給
付費などの財源を繰入れ，雇用勘定では失業
等給付費などの財源を繰り入れている．後者
の雇用勘定においては，失業等給付の財源余
剰を積立金，雇用保険二事業の財源余剰を雇
用安定資金として積み立てている．失業等給
付は，求職者給付に加え，雇用継続給付や教
育訓練給付など労働者のセーフティネットと
しての役割を持っており，労使折半の保険料
に加え，国庫負担も行われている．よって，
余剰金を好況期に積立金として蓄え，不況期
の財源とするのである．一方の雇用保険二事
業は，雇用保険法施行の 2 年後である 1977
年度に雇用安定資金が雇用勘定の中に盛り込
まれた．雇用保険二事業の支出，特に雇用調
整助成金の経費は，不況期に多く支出される
一方，好況期にはあまり支出されない．一方
の保険料は毎年一定の料率で徴収されるた
め，その余剰を雇用安定資金７）として積み立
て，不況期の財源とするのである．同一勘定
内とはいえ，目的の違う財源からの借り入れ
には議論の余地がある．なお，雇用調整助成
金の支給によって，雇用継続が行われるなら
ば，失業等給付の支出抑制にもつながるとい
うのが政府の主張であったが，政策効果があ
っても，財源構成と目的の異なる財源の貸借
を行えば，財源規律は保たれなくなる８）[藤
井 2011]．
もう一つの問題として，財政の透明性の問
題がある．雇用安定資金の積立金の借り入れ
は，予算書には「雇用安定事業費財源受入」
と資金の流れが示されているに過ぎず，政府
が包括的に管理しているのみで議会の統制も
利かないことになる．さらに，同一勘定内で
の貸借であるがゆえに，特別会計の勘定ごと
の損益計算表や貸借対照表に残高が現れな

い．足立（2006）や上村（2008）が指摘する
ように，財政健全化や政府ガバナンス向上の
上では財政の透明性は重要であり，当借入に
おいてその透明性が確保できているとは言い
がたい．

5．2　今後の財政運営について
雇用保険二事業の財源借り入れについて
は，財政規律や財政の透明性について問題が
あったが，実際はどのような状況であったの
か．2010 年度の雇用保険法改正では，計
12200 億円が失業等給付の積立金から借り入
れられることとなったが，2010 年度に積立
金から 370 億円の借入れを行って以降，雇用
調整助成金の支給要件を段階的にリーマン・
ショック以前の水準に戻したこと等の取組に
より，2012年度決算時に返済が可能となった．
その結果，借入れに係る暫定措置はその役目
を終えた．その後は，雇用保険二事業に係る
見直しとして，雇用安定事業では，雇用維持
型から労働移動支援型への政策転換を進める
ため，労働移動支援助成金の抜本的拡充を図
り，雇用調整助成金との予算規模を 2015 年
度までに逆転させる運びとなった．以上の政
策転換によって，雇用調整助成金の支出拡大
はいったん終息し，積立金への返済も完了し
たが，今後の経済状況の変化において，再び
雇用安定資金の枯渇の危険性が出る可能性は
あり，財源調達の問題は検討すべきである．
ここで注目すべき点は，雇用保険二事業の収
入の問題である．雇用保険二事業の収入は，
事業主負担の保険料率であるが，積立金から
の借り入れの際はどうなっていたのか．雇用
保険二事業の雇用保険料率は 1988 年度から
2006 年度まで 3.5/1000 であったが，2007 年
度の弾力条項によって 3/1000 となった．
2010 年度の法改正によって 3.5/1000 に戻さ
れたが，その上昇はわずかである．雇用保険
法成立以降，失業等給付の保険料率の変動に
対し，雇用保険二事業の保険料率の変動幅は
0.5 と小さく，弾力条項と法改正の頻度も少
ない．同一勘定内とはいえ，安易な資金融通
は問題であり，財政の透明化が図られた運営
を行うべきである．厳しい雇用情勢において
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は，保険料率引き上げはもちろん，雇用調整
助成金に政策効果が見込まれるならば一般会
計による補助も検討すべきと考えられる．特
に，能力開発事業については，あくまで企業
内における人的資本投資が中心であるのに対
し，雇用安定事業における不況時の雇用調整
の抑制は，結果として経済全体の便益につな
がっているからである．

6．まとめ

本稿では，雇用安定事業の役割と財源の問
題を議論した．特に，雇用調整助成金による
雇用維持と労働移動支援助成金による「失業
なき労働移動」の組み合わせは，リーマン・
ショック後の欧州大不況の中でも低い失業率
を維持したドイツの雇用維持型の積極的労働
市場政策に類似している．その中で，リーマ
ン・ショックを契機にその役割が注目された
雇用調整助成金に焦点を当てたが，主要な結
論をまとめると以下の通りである．
リーマン・ショック時の雇用維持効果に加

え，就業者数と雇用調整助成金対象者数，支
給額が正の相関性にあることが示された．た
だし，不況期には支出の変動が大きく，財政
運営には工夫が必要である．雇用保険二事業
に係る保険料率は，0.35％と低い水準を保っ
ており，今後の経済状況次第では引き上げも
必要となる．同一勘定内であっても，積立金
と雇用安定資金の資金融通は，財政規律が損
なわれるうえ，失業の未然防止や能力開発と
いった面では，失業等給付とその性質を異に
しているため，安易な資金融通は問題であり，
財政の透明化が図られた運営を行うべきであ
る．
なお，被保険者の連帯による失業時の所得
保障制度という雇用保険制度の役割を超えて
おり，雇用保険二事業における事業主負担の
保険料率は事実上の目的税であるが，事業主
相互でリスクシェアしているわけでない．小
倉（1999）をはじめ，積極的労働市場政策の
要素を持つ事業の財源を一般財源でという指
摘がみられるが，雇用保険二事業においては，
能力開発事業と雇用安定事業では，費用と便
益の関係，外部性は異なっている．能力開発

表 3　雇用保険二事業の収支状況（単位：億円）

出所　厚生労働省『雇用保険の財政運営関係資料』（平成 24年 11 月）
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事業については，あくまで企業内における人
的資本投資が中心であるのに対し，雇用安定
事業における不況時の雇用調整の抑制は，結
果として経済全体の安定につながっているた
め，後者においては，一般財源に拠る補助が
検討されるべきと考えられる．
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注
１） 雇用政策には様々なものが存在するが，

OECDではこれを，失業者に失業手当等を提
供する政策や早期退職により新たな雇用の余
地を生み出す政策（消極的労働市場政策）と
公共職業安定所や職業訓練施設等を利用し就
職相談や職業訓練等を実施することにより，
失業者を労働市場に復帰させる政策（積極的
労働市場政策）に分類している．

２） 2013 年度に 6 月 14 日に閣議決定された成長
戦略「日本再興戦略」に明記されている．

３） 受給事業所数のトレンドは，2009 年度の 9月
ごろに急増，2010 年度の 9月ごろにかけて高
水準が続いた後低減，2011 年度前半に小さく
増加，再び低減した．

４） 一方で，「不正受給」や「非効率企業の温存」
といった，制度の副作用に対する懸念もある
と指摘している．

５） 厚生労働省資料『雇用調整助成金に関する「休
業等実施計画届」受理状況』（平成 25 年 6 月）
における『雇用調整助成金等支給決定状況　
平成 20 年度～平成 25 年度【速報値】』．

６） 解雇等を行わず，助成率の上乗せを申請した
事業主に対して支給した件数．

７） 雇用安定資金は，設立当初 646 億円あり，そ
の後増加の一途をたどったが，バブル景気崩
壊やアジア通貨危機によって減少，2002 年度
より再び増加し，2007 年度には 10679 億円に
達した．

８） さらに，藤井（2011）は，雇用保険二事業か
ら積立金への資金返済に当たっては利子がつ
けらなかった点も問題視している．利子につ
いては，預託金利 1％で計算すると 12200 億
円の借り入れの場合年間 122 億円，2010 年度
に実際に借り入れられた 370 億円で計算して
も 37 億円の利子が見込まれており，これらは
保険料と租税を基にした積立金にとっての損
失となる．
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