
事業主の方のための各種助成金一覧

 １．雇用維持関係の助成金

助成金名・コース名

早期雇入れ支援コース 離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れる

人材育成支援コース

労働移動支援助成金

職業対策課
 助成金センター

0985-38-8824

助成概要 問合せ先

休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する
職業対策課

 助成金センター
0985-38-8824

雇用調整助成金

 ２．再就職支援関係の助成金

助成金名・コース名

離職を余儀なくされた労働者を雇い入れ訓練を行う

移籍人材育成支援コース 移籍等により労働者を受け入れ、訓練を行う

中途採用拡大コース
中途採用を拡大（中途採用率の向上又は45歳以上を初めて雇
用）する

助成概要 問合せ先

再就職支援コース
離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業
者に委託等して行う

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる

障害者初回雇用コース 障害者を初めて雇い入れる

三年以内既卒者等採用定着コース
学校等の既卒者、中退者が応募可能な新卒求人・募集を行い、
新たに雇い入れる

自ら起業し、中高年齢者を雇い入れる

雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所を設置して従業員を雇い
入れる

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース 障害者を試行的・段階的に雇い入れる

生涯現役起業支援助成金

トライアル雇用助成金

職業対策課
 助成金センター

 0985-38-8824

安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れる

特定求職者雇用開発助成金

※「助成金名・コース名」をクリックすると各助成金の詳細がご覧いただけます。

各種助成金のご案内

 ３．雇入れ関係の助成金

助成金名・コース名

地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）

生活保護受給者等雇用開発コース
自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受
給者等を雇い入れる

助成概要 問合せ先

特定就職困難者コース
高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れ
る

生涯現役コース 65歳以上の高年齢者を雇い入れる

長期不安定雇用者雇用開発コース 長期にわたり不安定雇用を繰り返す者を雇い入れる

一般トライアルコース
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_idou.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000037800.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123074.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139221.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158397.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352/antei/_120651.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352/antei/_120722.html
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352/antei/_120722.html
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352/antei/_120722.html


高齢・障害・求職者
雇用支援機構

0985-51-1556

５．障害者等の雇用環境整備関係の助成金

助成金名・コース名

障害者雇用安定助成金

職業対策課
 助成金センター

  0985-38-8824

職場定着支援助成金

職業対策課
 助成金センター

  0985-38-8824

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 施設整備をして5人以上の障害者を雇い入れる

障害者職業能力開発助成金
障害者の職業訓練の施設整備又は運営などの能力開発訓練事
業を行う

保育労働者雇用管理制度助成コース 保育労働者のための賃金制度の整備を行う

中小企業団体助成コース
事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援
する

介護労働者雇用管理制度助成コース 介護労働者のための賃金制度の整備を行う

人事評価改善等助成金 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備する

建設労働者確保育成助成金

助成概要 問合せ先

４．雇用環境の整備関係の助成金

助成金名・コース名

障害者のための事業施設の設置する

雇用管理制度助成コース
評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時
間正社員制度を整備する

介護福祉機器助成コース 介護労働者のために介護福祉機器の導入を行う

建設労働者の雇用の改善、技能の向上を行う

65歳超雇用推進助成金

65歳超継続雇用促進コース 65歳以上への定年引上げ等を実施する

高年齢者雇用環境整備支援コース 高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する

高年齢者無期雇用転換コース 高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する

助成概要 問合せ先

障害者のための作業施設を整備する

高齢・障害・求職者
雇用支援機構

0985-51-1556

障害者のための福祉施設を整備する

障害者職場定着支援コース
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方
の工夫等の措置を講じる

障害者職場適応援助コース 職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援を実施する

障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるた
めの制度を導入する

障害者福祉施設設置等助成金

障害者介助等助成金

重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金

障害者作業施設設置等助成金

障害者の雇用管理上必要な介助措置を実施する

障害者の通勤を容易にさせる措置を実施する

2/4

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_dantai.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158393.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_tasuu.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_09.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_10.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_11.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_12.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_13.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_14.pdf
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/miyazaki/
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/miyazaki/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158133.html
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352/antei/kennsetuzyoseikinn.html
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352/antei/_120722.html
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352/antei/_120722.html


特定訓練コース
労働生産性向上に資する訓練、若年者への訓練やＯＪＴとＯｆｆ－
ＪＴを組み合わせた訓練など訓練効果が高い訓練等を行う

一般訓練コース 人材開発支援助成金（特定訓練コース）以外の訓練等を行う

キャリア形成支援制度導入コース セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇制度を導入する

職業能力検定制度導入コース
技能検定合格報奨金制度、社内検定制度、業界検定制度を導入
する

職業対策課
 助成金センター

  0985-38-8824

賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に
応じた賃金規定等を作成し、適用する

諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制
度を新たに設け、適用する

選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約
労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額する

短時間労働者労働時間延長コース

人材育成コース
有期契約労働者等（契約社員・パート・派遣社員など）に対して職
業訓練を行う

賃金規定等改定コース
全てまたは（雇用形態別等）一部の有期契約労働者等の基本給
の賃金規定等を改定し、2％以上増額させる

健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに
規定し、述べ4人以上実施する

６．キャリアアップ・人材育成関係の助成金

助成金名・コース名 助成概要 問合せ先

キャリアアップ助成金

７．仕事と家庭の両立支援関係の助成金

助成金名・コース名

両立支援等助成金

雇用環境・均等室

0985-38-8821

再雇用者評価処遇コース 育児・介護等を理由とした退職者の復職支援の取組を行う

女性活躍加速化コース 女性が活躍しやすい職場環境を整備し、目標を達成する

助成概要 問合せ先

事業所内保育施設コース 事業所内保育施設を設置・増設・運営する

出生時両立支援コース 男性労働者に育児休業を取得させる

介護離職防止支援コース 仕事と介護の両立支援に関する取組を行う

育児休業等支援コース
育児休業代替要員を確保する、「育休復帰支援支援プラン」を策
定・導入し、労働者に育児休業を取得させ、原職等に復帰させる

正社員化コース
有期契約労働者等（契約社員・パート・派遣社員など）を正規雇
用労働者等に転換または直接雇用する

短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適
用する

人材開発支援助成金
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352.html
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352/antei/_120722.html


８．労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金

助成金名・コース名

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金

職場意識改善助成金

受動喫煙防止対策助成金 職場での受動喫煙を防止するための対策を行う

事業所内の最も低い時間給を計画的に800円以上に引き上げる

雇用環境・均等室

0985-38-8821

独立行政法人高齢・障害・求職雇用支援機構　宮崎支部 0985-51-1556  宮崎市大字恒久4241番地

職業安定部　職業対策課助成金センター 0985-38-8824  宮崎市橘通東3丁目1番22号　宮崎合同庁舎 5Ｆ

部署名 電話番号 住　所

宮崎労働局 雇用環境・均等室 0985-38-8821  宮崎市橘通東3丁目1番22号　宮崎合同庁舎 4Ｆ

業種別中小企業団体助成金
最低賃金の引上げの影響が大きい業種が業界をあげて賃金底
上げのための環境整備を図る

業務改善助成金

助成概要 問合せ先

労働時間等に関する職場意識の改善を図る

問合せ先
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/02.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352/_120145.html
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/miyazaki/
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_120352/antei/_120722.html

