
新型コロナウイルス感染症にかかる各種助成金関係のご案内 

 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている働く方、経営者の方に向け、各種助成金等の

措置を講じています。 

 

 助成金名称 概要 支給額 申請期限 問合せ先 

１ 

 

雇用調整助成金の特例 雇用調整助成金とは、「新型コロナウイ

ルス感染症の影響」により、「事業活動

の縮小」を余儀なくされた場合に、従業

員の雇用維持を図るために、「労使間の

協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を

実施する事業主に対して、休業手当な

どの一部を助成する制度 

厚生労働省 HP を確認くださ

い 

厚生労働省HPを確認

ください  

 

・コールセンター 

（0120-60-3999） 

・奈良労働局助成金セン

ター 

【担当地域：奈良市・

天理市・生駒市・大

和郡山市・生駒郡・

山辺郡】 

（0742-35-6336） 

・ハローワーク大和高田 

（0745-52-5801(31＃)） 

・ハローワーク桜井 

（0744-45-0112） 

・ハローワーク下市 

（0747-52-3867） 

２ 

 

産業雇用安定助成金 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り事業活動の一時的な縮小を余儀なく

された事業主が、在籍型出向により労

働者の雇用を維持する場合、出向元と

出向先の双方の事業主に対して、その

出向に要した賃金や経費の一部を助成

する制度 

厚生労働省 HP を確認くださ

い  

 

 

厚生労働省HPを確認

ください  

 

奈良労働局助成金センタ

ー 

（0742-35-6336） 

３ 

 

トライアル雇用助成金

（新型コロナウイルス

感染症対応（短時間）ト

ライアルコース  

 

職業経験の不足などから就職が困難な

求職者等を、無期雇用契約へ移行する

ことを前提に、一定期間試行雇用（トラ

イアル雇用）を行う事業主に対して助

成する制度 

(1)求職者が常用雇用を希望

する場合、月額最大 4 万

円（※） 

※以下の場合は 5万円 

ｲ 一般トライアルコース

で、対象労働者が母子家庭

の母等または父子家庭の

父の場合 

ﾛ 新型コロナウイルス感染

症対応トライアルコース

で、事業主が雇用調整助成

厚生労働省HPを確認

ください  

 

 

・奈良労働局助成金セン

ター 

（0742-35-6336） 

・ハローワーク奈良 

（0742-36-1601） 

・ハローワーク大和高田 

（0745-52-5801(31＃)） 

・ハローワーク桜井 

（0744-45-0112） 

・ハローワーク下市 

（0747-52-3867） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html


金を受給していない等の

場合 

(2)求職者が短時間労働での

常用雇用を希望する場

合、最大 2.5 万円（※） 

※事業主が雇用調整助成金

を受給していない等の場

合は 3万 1,200 円 

※いずれも最長 3か月 

・ハローワーク大和郡山 

（0743-52-4355） 

４ 

 

人材確保等支援助成金 

（テレワークコース）  

 

 

良質なテレワークを制度として導入・

実施することにより、労働者の人材確

保や雇用管理改善等の観点から効果を

あげた中小企業事業主に対する助成制

度 

(1)機器等導入助成支給対象

経費の 30％ 

(2)目標達成助成支給対象経

費の 20％（生産性要件を

満たした場合 35％） 

※ただし、以下のいずれか低

い方の金額を上限とする。 

  ･１企業あたり 100 万円 

  ･テレワーク実施対象労働

者１人あたり 20 万円 

取組の実施予定日等

の 1 か月前の前日ま

でにテレワーク実施

計画書を提出する必

要があります。 

詳細は、厚生労働省

HP をご覧ください  

 

雇用環境・均等室 

（0742-32-0210） 

５ 

 

両 立 支 援 等 助 成 金 

（新型コロナウイルス

感染症に関する母性健

康管理措置による休暇

取得支援コース）  

 

新型コロナウイルス感染症に関する母

性健康管理措置として、医師又は助産

師の指導により、休業が必要とされた

妊娠中の女性労働者が取得できる有給

の休暇制度を整備、周知し、令和 2 年

5月 7日から令和 5年 3月 31 日までの

間に、当該休暇を合計して 20 日以上労

働者に取得させた事業主に対する助成

金制度 

対象労働者１人当たり 28.5

万円 

※1 事業所当たり上限 5 人ま

で 

令和4年 5月 31日ま

で 

雇用環境・均等室 

（0742-32-0210） 

６ 

 

新型コロナウイルス感

染症に関する母性健康

管理措置による休暇制

度導入助成金 

新型コロナウイルス感染症に関する母

性健康管理措置として、医師又は助産

師の指導により、休業が必要とされた

妊娠中の女性労働者が取得できる有給

の休暇制度を整備、周知し、令和 4 年

4月 1日から令和 5年 3月 31 日までの

間に、当該休暇を合計して 5 日以上労

働者に取得させた事業主に対する助成

金制度 

 

１事業場につき１回限り 

15 万円 

令和4年 5月 31日ま

で 

雇用環境・均等室 

（0742-32-0210） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html


７ 

 

両立支援等助成金（介

護離職防止支援コース

（新型コロナウイルス

感染症対応特例）） 

 

新型コロナウイルス感染症への対応と

して、介護のための有給の休暇制度

（※）（所定労働日で最低 20 日間取得

可能）を設け、仕事と介護の両立支援制

度の内容を含めて社内に周知し、当該

休暇を合計 5 日以上労働者に取得させ

た中小事業主に対する助成制度 

※法定の介護休業、介護休暇、年次

有給休暇とは別の休暇制度であ

ることが必要です。 

・対象労働者 1人当たり取得

した休暇日数が合計5日以

上 10 日未満の場合、20 万

円（※） 

・対象労働者 1人当たり取得

にした休暇日数が合計 10

日以上の場合、35 万円（※） 

※1事業主当たり 5人まで 

 

支給要件を満たした

日の翌日から 2 か月

以内  

 

 

雇用環境・均等室 

（0742-32-0210） 

８ 

 

業務改善助成金（特例

コース）  

 

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、売上高等が 30%以上減少している中

小企業事業者が、令和 3 年 7 月 16 日

から令和 3 年 12 月 31 日までの間に、

事業場内最低賃金（事業場で最も低い

賃金）を 30 円以上引き上げ、これから

設備投資等を行う場合に、対象経費の

範囲を特例的に拡大し､その費用の一

部を助成する制度  

厚生労働省 HP を確認くださ

い  

 

 

令和 4年 7月 29 日 

 

コールセンター 

（0120-366-440） 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

