
厚生労働省 神奈川労働局

離職されたみなさまへ

ＬＬ０４０８０１保０１―神奈０１　【Ｒ４.８】

※受給手続きには個人番号確認書類（マイナンバーカード等）が必要です。
※雇用保険の手続きは、月曜日～金曜日（休祝日・年末年始を除く）の８時３０分～17時15分です。また、「受給資格決定」
の他に「求職の申込み」の手続きもあり、求職申込みには一定の時間がかかること等から、16時前までのご来所を
お勧めさせていただきます。
※職業相談には一定の時間がかかること等から、職業相談・職業紹介をご利用いただくにあたっての時間帯（夜間開
庁や土曜開庁の日は除いた平日）は、９時～17時の間のご利用をお勧めさせていただきます。

｢求職者給付｣ があります。

※１　65歳以上の方であって特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の方
※２　季節的業務に期間を定めて雇用されている方、季節的に入・離職されている方

（求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給
可能な場合があります。）

　　　　　　　　　　　　（※週あたりの労働時間
が20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必
要となりますが、その他失業している日については基
本手当の支給を受けることが可能な場合があります。）

保険者等
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　被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から１か月ごとに区切っ

ていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が 11 日以上ある月を１か月と計算します。

（離職日が令和２年８月１日以降の方は、「賃金支払いの基礎となった労働時間数が８０時間以上

ある月」も１か月として計算できます。）

①　個人番号確認書類（いずれか１種類）
通知カード、個人番号の記載のある住民票（住民票記載事項証明書）

②　身元（実在）確認書類（（１）のうちいずれか１種類。（１）の書類をお持ちでない方は、（２）のうち異なる２種類（コ
ピー不可））

（１）　運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書（写真付き）など　
（２）　公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

氏名や口座番号などを記入してください。（下の記入例を参照）ただし、個人番号欄はハローワーク
に来所してから、窓口でご本人様が記載してください。下記３の書類を必ず持参してください。

８
7

　なお、主として都道府県内の別のハローワークで求職活動を行う方は、ご相談ください。

賃金日額

マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号及び②身元（実在）確認書類をお持ちください。

神奈川県横浜市中区尾上町〇-〇-〇

４．写真２枚※（最近の写真、正面上半身、
　　タテ 3.0cm× ヨコ 2.4cm 程度。）
　　※ 高年齢被保険者又は短期雇用特例被保

険者であった方は１枚
　　★ 本手続及びこれに続き今後行う支給申

請ごとにマイナンバーカードを提示する
場合には顔写真を省略することが可能で
す。

５．本人名義の預金通帳またはキャッシュ

カード（一部金融機関を除く）

６．船員であった方は船員手帳

られ

※マルチ高年齢被保険者だった方には下限額はありません。
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※　有期契約を反復更新している方（契約期間が計３年未満）で契約期間が短期間となるなど労働条件の低下があり、さらに
本人が契約更新を希望したにもかかわらず不更新条項がついた場合等は、特定理由離職者に該当する場合があります。

７日間の失業している日（待期）＋２か月または３か月（給
付制限）が経過した後（詳細は P5 参照）
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　離職の日（働くことができなくなった日）の翌日から30日
過ぎてから早期に申請いただくことが原則ですが、延長後
の受給期間の最後の日までの間であれば申請は可能です。

住所を管轄するハローワーク（受給資格決定後は、当該受給資格決定を行ったハローワーク）

受給期間延長申請書、離職票－２（「離職票－1」は不要です。）

申請可能な期間であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受
給できない可能性がありますので、ご注意ください。

※

※　一定の要件を満たす事業を開始した場合、「受給期間の特例」により当該事業の実施期間（最大３年間）は受給期間に算
入しないことができます。詳しくは住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

申 請 期 間

病気やけがで働くことができない（健康保険の傷病手当、労災保険の休業（補償）給付を受給中の場合を含む）

（不妊治療を含む）
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自己都合、懲戒解雇で離職された方は、待期満了の翌日からさらに 3 か月
間基本手当は支給されません。なお、令和２年 10 月１日以降に自己都合
により離職された方は、５年のうち２回までは、待期満了の翌日からさら
に２か月間基本手当は支給されません。これを「給付制限」といいます。
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　一定の要件を満たす６０歳以上６５歳未満（※）の雇用保険の被保険者に、高年齢雇用継続給付が支給され
ます。　※船員については生年月日によって５５歳以上６０歳未満となることがあります。
　高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の２種類があります。

　高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の基本手当等（再就職手当等の基本手当を支給したとみなされ
る給付を含む）の支給を受けずに再就職した方が対象となる給付金です。６０歳到達後の各月の賃金が６０
歳到達時の賃金に比べて７５％未満である場合に支給されます（支給額は各月に支払われた賃金の１５％を
限度として、賃金の低下率に応じて支払われます）。

　高年齢再就職給付金は、離職後に基本手当を受給している６０歳以上６５歳未満の方が、支給日数を１００
日以上残した状態で再就職（１年を超える雇用見込み）し、再就職後の各月の賃金が賃金日額の３０日分と
比べて７５％未満である場合に、支給されます（支給額は各月に支払われた賃金の１５％を限度として、賃
金の低下率に応じて支払われます）。ただし、再就職手当（上記⑭）と同時に受けることはできません。

上記の手当以外にも「常用就職支度手当」があります。支給要件などの詳細については、
ハローワークにお問い合わせください。

　更に、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に６か月以上雇用され、かつ再就
職先で６か月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける前の賃金に比べて低下している場
合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。

　ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により遠隔地で就職する場合などに支給される「移転
費」、ハローワークの紹介により遠方の事業所で面接等をする場合に支給される「広域求職活動費」、
ハローワークの職業指導により再就職のために 1ヶ月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合
に支払った経費の一部が支給される「短期訓練受講費」、求人者との面接等の為、子の保育等サー
ビスを利用した場合に利用費の一部を支給する「求職活動関係役務利用費」などの手当があります。
詳細はハローワークにお尋ねください。

どちら

⑮　その他の手当

７６

（マルチ高年齢被保険者を除く）



- 7 -

雇用保険受給開始までの求職申込み手続きの流れ

アカウント登録完了後14日以内に求職情報を登録し、
求職者マイページを開設する。

求職申込み手続きのご案内

求職者マイページのご案内
ハローワークインターネットサービス上に「求職者マイページ」を開設すると、ご自宅のパソコンやタブレッ
ト、スマートフォンから以下のサービスが利用でき、お仕事探しがより便利になります。開設を希望する方
は、窓口にお申し出ください。
　　○　求人の検索条件や気になった求人を保存することができます。
　　○　ハローワークでご紹介した求人内容や応募履歴を確認することができます。
　　○�　メッセージ機能により、応募した求人の担当者とやりとりできます。ハローワークから求人情報や

お知らせをお送りする場合もあります。
　　○�　登録した情報の確認や変更ができます（※雇用保険の失業給付等を受給されている方は、変更内容によって、別途

給付窓口での手続きが必要になる場合があります。詳しくは受給をされているハローワーク窓口までお問い合わせください。）。
　　○�　ハローワークから職業紹介（オンラインハローワーク紹介）を受けることができます。
　　○�　求人に直接応募（オンライン自主応募）することができます。
※�オンライン自主応募はハローワーク紹介とはならないため、再就職手当等の受給を検討される方はご注意
ください。

　求職申込み手続きは、どのハローワークでも受け付けておりますが、雇用保険受給手続きなどを行う場合は、
住所を管轄するハローワークで手続きする必要があります。

申込み方法①：�ハローワーク内に設置されたパソコン（検索・登録用端末）で、求職申込み情報を入力（仮
登録）後に、窓口で申込み手続きを行う。※求職申込書（筆記式）もご用意しています。

申込み方法②：�ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンから、「ハローワークインターネットサービス」
にアクセスし、オンライン上の求職登録を行う。（※雇用保険の受給手続きを行う場合は、ハロー
ワーク窓口での追加手続きが必要となりますが、ハローワーク内での手続き時間は、申込み方法
①と比べ、大幅に短くする事ができます）

＜留意事項＞
・�「求職者マイページ」は、ハローワークおよびハローワークインターネットサービスを利用して就職活動を行うことを希望する方を対
象に、求人情報の検索・閲覧など仕事探しに必要なサービスを提供するものです。
・�「求職者マイページ」を開設するには、ハローワークへの求職登録が必要です。求職が無効となった場合、一部サービスが利用できな
くなります。
・�マイページを開設するには、ログインアカウントとして使用するメールアドレス、パソコン、スマートフォンなどが必要です。なお、
利用規約およびプライバシーポリシーに同意いただく必要があります。

申込み方法①
ハローワークで　　　　

職業相談、求人情報の提供、応募書類の作成アドバイス、職業紹介などの各種サービスをご利用いただけます

ハローワーク内のパソコン(検索・登録用端末)で
求職申込情報を入力（仮登録）する

※「求職申込書」（筆記式）もご用意しています

申込み手続きを行う
(申込み内容や希望条件の確認など)

求職申込み受付完了
(ハローワーク受付表を交付)

申込み方法②
ご自宅等での空き時間で　　
ご自宅のパソコンやスマートフォンから
「ハローワークインターネットサービス」

にアクセスし、
求職者マイページアカウント登録を行う

オンライン上の求職登録完了（オンライン登録者）

給付を受給するハローワークの相談窓口でのご相談
（※受給資格決定日と同日でも可）

＜ハローワーク窓口＞

＜ハローワーク窓口＞
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詳しい手続きについては、最寄りのハローワーク（公共職業安定所）にお尋ねください。

※ご来所の際は、公共交通機関をご利用いただくようお願いいたします。

ハローワーク
(公共職業安定所 ) 所在地　( 郵便番号 ) 電話番号 管　轄　区　域

横　浜
〒231-0023　
横浜市中区山下町 209
帝蚕関内ビル

045(663)8609
横浜市神奈川区、旭区、西区、中区、磯子区、南区、
港南区、保土ヶ谷区

戸　塚 〒244-8560　
横浜市戸塚区戸塚町 3722 045(864)8609 横浜市戸塚区、泉区、栄区、瀬谷区

港　北
〒222-0033　
横浜市港北区新横浜 3-24-6
横浜港北地方合同庁舎

045(474)1221 横浜市港北区、緑区、都筑区、青葉区

横浜南 〒236-8609　
横浜市金沢区寺前 1-9-6 045(788)8609

横浜市金沢区、逗子市、三浦郡、
横須賀市のうち船越町、港が丘、田浦港町、田浦泉町、
田浦大作町、田浦町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、
追浜本町、追浜東町、追浜南町、追浜町、夏島町、浦郷町、
浜見台

川　崎 〒210-0015　
川崎市川崎区南町 17-2 044(244)8609 川崎市川崎区、幸区、横浜市鶴見区

川崎北
〒213-0011　
川崎市高津区久本 3-5-7
新溝ノ口ビル 4F

044(777)8609 川崎市中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区

横須賀 〒238-0013　
横須賀市平成町 2-14-19 046(824)8609

横須賀市（ハローワーク横浜南の管轄を除く区域）、
三浦市

藤　沢
〒251-0054　
藤沢市朝日町 5-12　
藤沢労働総合庁舎

0466(23)8609 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡

平　塚
〒254-0041　
平塚市浅間町 10-22
平塚地方合同庁舎

0463(24)8609 平塚市、伊勢原市、中郡

相模原
〒252-0236　
相模原市中央区富士見 6-10-10
相模原地方合同庁舎

042(776)8609 相模原市

厚　木 〒243-0003　
厚木市寿町 3-7-10 046(296)8609 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡

大　和 〒242-0018　
大和市深見西 3-3-21 046(260)8609 綾瀬市、大和市

小田原
〒250-0011
小田原市栄町 1-1-15
ミナカ小田原９Ｆ

0465(23)8609 小田原市、足柄下郡

松　田 〒258-0003　
足柄上郡松田町松田惣領 2037 0465(82)8609 秦野市、南足柄市、足柄上郡

地方運輸支局等　※船員であった方で、離職後引き続き船員での就職を希望される方
地方運輸支局 所在地　( 郵便番号 ) 電話番号 管　轄　区　域

関東運輸局
海事振興部
船員労政課

〒 231-8433　
横浜市中区北仲通 5-57
横浜第２合同庁舎 16Ｆ

045(211)7231 神奈川県全域


