（事業主の方へ）

このリーフレットの内容は平成30年4月1日現在のものです。

働き方改革を推進する
雇用・労働分野の助成金
（ダイジェスト版）
◎ 本リーフレットでご紹介する助成金は、岐阜労働局及び
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が所管しているもの
の一部です。
◎ 各々が所管する全ての助成金の詳細、及び支給要件に
つきましては、下記までお問い合わせください。
助成金に関するお問い合わせは・・・
人材開発支援助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金については
〒500-8842

岐阜市金町4-30 明治安田生命岐阜金町ビル3階

岐阜労働局 職業安定部 助成金センター TEL 05８-263-5650
または、最寄のハローワーク

安

時間外労働等改善助成金、業務改善助成金、両立支援等助成金については
〒500-8723

岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階

岐阜労働局 雇用環境・均等室

雇

TEL 058-245-1550

65歳超雇用推進助成金については
〒500-8842

岐阜市金町5-25 G - frontⅡ 7階

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 岐阜支部
高齢・障害者業務課
TEL 058-265-5823

高

厚生労働省・岐阜労働局・ハローワーク・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
LL 300501岐阜局01

雇用・労働分野助成金（ダイジェスト版）フロー表
正規
雇用労働者
向け

人材開発支援助成金
（一般訓練or特定訓練コース）

安
安
安

非正規
雇用労働者
向け

人材開発支援助成金

安
安
安

正社員等に登用する
場合

キャリアアップ助成金
（正社員化コース）

安

基本給を増額する場合

キャリアアップ助成金
（賃金規定等改定コース）

安

正社員と共通の賃金規定
を作成する場合

キャリアアップ助成金
（賃金規定等共通化コース）

安

65歳以上への定年引上げ等を
実施する場合

65歳超雇用推進助成金
（65歳超継続雇用促進コース）

高

労働時間等の設定の改善に
取組む場合

時間外労働等改善助成金

雇

生産性向上のための設備投資
＋最低賃金を引き上げる場合

業務改善助成金

雇

人事評価制度と賃金制度を
整備する場合

人材確保等支援助成金

安

正規
雇用労働者
向け

人材確保等支援助成金

安

非正規
雇用労働者
向け

キャリアアップ助成金

安

賃金制度を整備する場合
（介護・保育事業主向け）

人材確保等支援助成金

安

女性の活躍を

女性管理職の積極登用等の
計画を策定し達成した場合

両立支援等助成金
（女性活躍加速化コース）

雇

男性の育児参加を

男性が育児休業を取得する
ための取組みをする場合

両立支援等助成金
（出産時両立支援コース）

雇

介護事業主が介護福祉機器を
購入する場合

人材確保等支援助成金
（介護福祉機器助成コース）

安

生産性向上に資する設備を導
入する場合

人材確保等支援助成金
（設備改善等支援コース）

安

法定外の健康診断制度を導入
する場合
（非正規雇用労働者向け）

キャリアアップ助成金

従業員を

育成したい

従業員
に訓練を
受けさせる
場合
非正規雇用労働者向け

従業員の
処遇や
職場環境を

改善したい

諸手当制度を
新設する場合

促進したい
促進したい
機器・設備を

購入したい
従業員の健康を

増進したい

（特別育成訓練コース）

※受付期限があります。

※受付期限があります。

（人事評価改善等助成コース）
（雇用管理制度助成コース）
（諸手当制度共通化コース）

（介護・保育労働者雇用管理制度助成コース）

（健康診断制度コース）

安

主な支給内容 中小企業の場合であり、〈
一般訓練コース（20時間以上）
賃金助成：１時間あたり380円〈 480円 〉
訓練経費助成：実費相当額の30％〈 45％ 〉

〉は生産性要件を満たした場合を示す。

特定訓練コース（生産性向上に直結する訓練など10時間以上）
賃金助成：１時間あたり760円〈 960円 〉、訓練経費助成：実費相当額
の45％〈 60％ 〉、OJT実施助成：１時間あたり665円〈 840円 〉

Off－JT賃金助成：1時間あたり760円〈 960円 〉
Off－JT訓練経費助成：実費助成（※訓練時間数に応じて1人あたりの限度額あり。一般職業訓練、有期実習型訓練 100時間
未満10万円など）、OJT訓練実施助成：１時間あたり760円〈 960円 〉
①有期→正規：1人あたり57万円 〈 72万円 〉
②有期→無期：1人あたり28.5万円〈 36万円 〉
③無期→正規：1人あたり28.5万円〈 36万円 〉
すべての有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定（2％以上増額改定）した場合：1～3人 9.5万円〈 12万円 〉、4～6人
19万円〈 24万円 〉、7～10人 28.5万円〈 36万円 〉、11～100人 1人あたり2.85万円〈 3.6万円 〉
（一部の賃金規定等を増額改定した場合については、お問い合わせください。）
１事業所あたり57万円〈 72万円 〉

65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止：60歳以上被保険者数と措置内容により10万円～160万円
希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入：60歳以上被保険者数と措置内容により5万円～100万円
職場意識改善コース：費用の1/2 ～ 3/4を助成、上限額67万円～150万円
勤務間インターバル導入コース：費用の3/4を助成、上限額はインターバル時間数等に応じて20万円～50万円
（時間外労働上限設定コース、団体推進コース、テレワークコースについては、お問い合わせください。）
助成対象：事業場内最低賃金1,000円未満の中小企業・小規模事業者
助成率：7/10 (常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4) 〈 3/4（4/5）〉
上限額：引上げ30円以上なら上限額50～100万円、引上げ40円以上なら上限額70万円
制度整備助成：50万円
目標達成助成（※）：〈 80万円 〉 ※一定期間経過後に生産性要件、賃金アップ、離職率低下目標を達成した場合に支給

目標達成助成（※）：57万円〈 72万円 〉 ※一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給

１事業所あたり38万円〈 48万円 〉
制度整備助成：50万円
目標達成助成（※）：第1回 57万円〈 72万円 〉
目標達成助成（※）：第2回 85.5万円〈 108万円 〉

※一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給

取組目標の達成時：28.5万円〈 36万円 〉
数値目標の達成時：28.5万円〈 36万円 〉
数値目標の達成時のうち女性管理職比率が一定の基準以上：47.5万円〈 60万円 〉
１人目の育休取得：57万円〈 72万円 〉
２人目以降：休業期間により14.25万円〈 18万円 〉～33.25万円〈 42万円 〉
育児目的休暇：28.5万円〈 36万円 〉
機器導入助成：支給対象費用の25％（上限150万円）
目標達成助成（※）：支給対象費用の20％〈 35％ 〉（上限150万円）
※一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給
１年コース（設備導入費用175万円以上1,000万円未満）計画達成助成(※１) ：50万円 上乗せ助成(※２)：80万円
３年コース（設備導入費用240万円以上5,000万円未満）計画達成助成(※２)：１回目50万円 ２回目50万円 目標達成時助成(※２)：80万円
（設備導入費用5,000万円以上の場合はお問い合わせください。）
※１一定期間経過後に賃金アップを達成した場合に支給 ※２一定期間経過後に生産性要件、賃金アップを達成した場合に支給

１事業所あたり38万円〈 48万円 〉

生産性要件について
労働関係助成金のうち生産性要件が設定されている助成金を申請する事業所が、
以下の「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増等を行います。
（具体的な助成額又は助成率は各助成金のパンフレット等をご覧ください。）

○助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その３年度前に比べて６％以上伸びていること または、
・その３年度前に比べて１％以上（6％未満）伸びていること（※）
（※）この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
（注）計画等から一定期間経過後に生産性を向上させた場合にのみ支給される助成金が
あります。

窓口のご案内
岐阜労働局
助成金センターは
こちらの３Fです

安
明治安田生命ビル

岐阜高島屋

国道248号

金 町５

金園町４

岐阜東通り

長良橋通り

金華橋通り

忠節橋通り

G-frontⅡ

雇

岐阜信用金庫
梅林支店

金神社
金公園
文化センター

岐阜信用金庫
本店

岐阜労働局
雇用環境・均等室は
こちらの４Fです

岐阜合同庁舎

大垣共立銀行
梅林支店

高齢・障害・求職者雇用

薬局

高 支援機構 岐阜支部は
こちらの７Fです

白山小

十六銀行
本店

文

名鉄岐阜駅前

名鉄
岐阜駅

JR 岐阜駅

田神駅

