
コロナ禍における労働移動支援セミナー

〜産業雇用安定助成金の創設について〜

佐賀労働局 職業安定部
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○ 単に休業だけでなく、一時的な在籍出向により労働者の雇用を維持する事業主を

支援するため、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定

助成金」が創設されました。

１．はじめに

雇用維持によるメリット 雇用維持されない場合のデメリット

・労使の協調的・信頼的関係が増し、景気回復後の
経営・生産・販売・研究開発等の効率性が高まる。

・労働者の勤労意欲・士気の向上が図られる。
・特に教育訓練を行う場合は、労働者の職業上の能

力もプラスされ、生産調整に伴う円滑な配置転換
や、景気回復後の事業展開にも役立つ。

・労使の信頼関係が崩れ、企業活力の低下、経営の
非効率化につながる。

・労働者の勤労意欲・士気の低下。
・景気回復後の人材確保が困難となり、採用、訓練

の費用負担が増加。

○ 企業は、経済全体の枠組みの中で事業活動を行っている以上、その事業活動が景
気変動の影響を受けることは避けられません。

○ しかし、景気の変動によって、事業活動を縮小せざるを得ないからといって直ち
に解雇等の人員整理に走ることは、それぞれの企業にとって、企業活力の維持と
いう点からのデメリットが少なくありません。

○ 社会全体としてみても、雇用不安が消費を一層冷え込ませ、景気の回復を更に遅
らせることとなりかねません。

（１）なぜ雇用の維持が必要か
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２．助成金の対象となる出向の概要

○ 本助成金の対象となるのは、いわゆる「在籍出向」であり、出向終了後に労働
者が出向元事業所に復帰するものをいいます。

○ 出向期間内に出向元事業所と出向先事業所の両方で勤務する部分出向も本助成
金の対象となります。

※１ 資本的、経済的・組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主間の出向は、
配置転換と変わらないことから、本助成金の支給対象となりません。

※２ また、部分出向においては、出向先事業所で勤務を行う日と同一日に出向元事業所に
おいても勤務を行うもの及び出向期間中の１か月ごとの出向先事業所で勤務する日数が
出向元事業所において出向を行う前の原則１か月の所定労働日数の半分未満であるもの
は、本助成金の対象となりません。

（１）助成金の対象となる出向（在籍出向）とは

労働者

出向元 出向先

○ 在籍出向

出向契約

労働契約労働契約
維持

労働者

出向元 出向先

○ 移籍出向

出向契約

在籍出向：出向元と労働者間の関係は「労働契約」が維持される
移籍出向：出向元と労働者間の関係は「労働契約」が解消される

労働契約
解消 労働契約

○ 在籍出向とは、出向元との労働契
約関係を維持したまま、出向先との
間においても新たな雇用契約を締結
し、一定期間継続的に勤務する形態
です。

○ 他に、出向元との労働契約関係を
解消し、新たに出向先との間で雇用
契約を締結させ、一定期間継続的に
勤務する移籍出向という形態もあり
ますが、本助成金の対象にはなりま
せん。 3



２．助成金の対象となる出向①

○ 本助成金の「対象労働者」は次のとおりです。

（１）対象労働者

本助成金の「対象労働者」は、助成金を受けようとする出向元事業主に雇
用され、本助成金の出向の対象となりうる雇用保険被保険者です。ただし、
次の①～③を除きます。

① 出向計画期間の初回の出向した日の前日時点において、出向元事業主
に引き 続き被保険者として雇用された期間が６か月未満である方

② 解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧
奨に応じた方（離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方
を除きます）※ それらの事実が生じた日までの間は対象労働者として
扱います。

③ 日雇労働被保険者
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２．助成金の対象となる出向②

① 雇用調整を目的として行われるものであって、人事交流・経営戦略・業務提携・実習のた
め等に行われるものではなく、かつ、労働者を交換しあうものでないこと。

② 労使間の協定（次ページ参照）によるものであること。

③ 出向労働者の同意を得たものであること。
④ 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。
⑤ 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること。

⑥ 出向元事業主と出向先事業主が、資本的、経済的・組織的関連性等からみて、独立性が認
められること（次ページ参照）。

⑦ 対象期間内に実施されるものであること。

⑧ 労働者ごとの出向期間が１か月以上２年以内であって出向元事業所に復帰するものである
こと。

⑨ 出向元事業所または出向先事業所が出向労働者の賃金の全部または一部をそれぞれ負担し

ていること。
⑩ 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること
⑪ 出向元事業所から出向先事業所に出向させ、かつ、当該出向先事業所において就労すること

となるものであること。ただし、当該出向労働者について、同一出向期間内で異なる２つ以
上の出向先事業所において就労するものでないこと。

⑫ 労働組合等によって出向の実施状況について確認を受けること。

⑬ 出向元事業主および出向先事業主の双方がそれぞれ支給要件を満たすこと

（２）対象となる出向

○ 本助成金の支給対象となるのは次の①～⑬に当てはまる出向です。
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２．助成金の対象となる出向③

（３）「資本的、経済的・組織的関連性」とは

（４）「労使間の協定」とは

本助成金は、出向の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って出向を
実施することを支給要件としています。労使協定は、労働者の過半数で組織する労
働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者と
の間で書面により行う必要があります。

※ 協定を締結した労働組合等の代表が、当該事業所における労働者の過半数を代表するも
のであるかは、組合員名簿または労働者代表選任書等で確認します。

① 親会社と子会社の間の出向や、代表取締役が同一人物である企業間の出向など、資本的、

経済的、組織的関連性等からみて、出向元事業主と出向先事業主が実質的に一体であり独立

性を認めることが適当でないと判断される場合は、本助成金の支給対象となりません。

実質的に一体性が認められるか否かは、以下の方法等で判断されます。

② 法人間における出資等の状況が次のア又はイのいずれかに該当する場合は、両法人間に実

質的一体性が認められるものと判断する。

ア 資本金の５０％を超えて出資していること。

イ 取締役会の構成員について、次のいずれかに該当すること。

（ｱ）代表者が同一人物であること。

（ｲ）両者の取締役を兼務している者が、いずれかの会社について過半数を占めていること。

（※） 例えば、グループ企業内の出向であっても、出向元事業主と出向先事業主に実質的な

一体性が認められない場合は、他の要件を満たせば本助成金が支給されます。
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○ 本助成金の支給対象となるためには、「新型コロナウイルス感染症に伴う経済上
の理由」により「事業活動の縮小」（次ページ参照）を余儀なくされた場合に、そ
の雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、労使間の協定に基づき出向を実
施する出向元事業主が支給対象となります。

３．助成金の対象となる事業主（出向元事業主）①

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う景気の変動および産業構造の変化ならび
に地域経済の衰退、競合する製品・サービス（輸入を含む）の出現、消費者物価・
外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいます。

【支給対象となる理由の例】
① 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
② 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
③ 行政からの営業自粛要請を受け休業したことにより、客数が減り売上が減少し

た。 など

【支給対象とならない理由の例】
① 例年繰り返される季節的変動によるもの（自然現象に限らない）
② 事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの（被害状

況の点検を行っている場合も含む）
③ 法令違反もしくは不法行為またはそれらの疑いによる行政処分または司法処分

によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの（事業
主が自主的に行うものを含む）

（１）助成金の支給対象となる出向元事業主

（２）「新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由」とは

7



３．助成金の対象となる事業主（出向元事業主）②

売上高または生産量などの事業活動を示す指標（生産指標）が一定以上減少して
いることを指します。具体的には、次の①から③のいずれかに該当する必要があり
ます。

① 生産指標の最近１か月の値が、１年前の同じ１か月の値に比べ５％以上減少。
② 生産指標の最近１か月の値が、２年前の同じ月に比べ５％以上減少。
③ 生産指標の最近１か月の値が、計画届を提出した月の１年前の同じ月から計画

届を提出した月の前々月までの間の適当な１か月に比べ５％以上減少。

※１ 「最近」とは計画届の提出日の属する月の前月を指します。例えば、計画届
の提出日の属する月が令和３年４月の場合、「最近１か月」とは令和３年３月
を指します。

※２ ①～③のいずれの場合も、比較する月は１か月を通して雇用保険適用事業所
であり、かつ、１か月を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要
があります。

（３）「事業活動の縮小」とは

最近１か月（計画届を提出
した月の前月）の生産指標

③ １年前の同じ月から計画届を提出した
月の前々月までの適当な１か月の値

② ２年前の同じ月の値 ① １年前の同じ月の値 R3.6
計画届の提出

最近１か月と①、②又は③
を比較して５％以上減少し
ていることが必要

R3.5R２.5R１.5

R2.5～R3.4
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４．助成金の対象となる事業主（出向先事業主）

（１）助成金の対象となる出向先事業主

○ 本助成金を受給する出向先事業主は、解雇等や雇用量の減少がないことが必要
です。

○ 出向期間の開始日の前日から起算して６か月前の日から支給申請を行う支給対
象期の末日までの間において、当該出向労働者の受入れに際し、その雇用する被
保険者を解雇等した（事業主都合により離職（※）させた）事業主でないこと。

※ 労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により
事業の継続が不可能となった事による解雇を除き、勧奨退職等を含みます。

○ 雇用量の減少とは、雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数
（雇用指標）が一定以上減少していないことを指します。具体的には、次の①又は
②のいずれかに該当する必要がありますが、②の場合は、雇用保険適用事業所設置
後１年未満の事業所に限ります。
① 雇用指標の最近３か月間の平均値が１年前の同じ３か月間に比べ、大企業の場合は５％

を超えてかつ６人以上、中小企業の場合は１０％を超えてかつ４人以上減少していないこ
とです。

② 雇用指標の最近１か月の値が、計画届を提出した月の１年前の同じ月から計画届を提出
した月の前々月までの間の適当な１か月に比べ大企業の場合は５％を超えてかつ６人以上、
中小企業の場合は１０％を超えてかつ４人以上減少していないことです。

（２）「解雇等」及び「雇用量の減少」がないこととは

※ 「最近」の考え方は、３（３）※１参照。また、 ①、②のいずれの場合も、比較する月
は３か月（②の場合１か月）を通して雇用保険適用事業所であり、かつ、３か月（②の場
合１か月）を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります 9



５．助成金の対象となる事業主（出向元・出向先共通）①

○ 本助成金を受給する出向元事業主、出向先事業主は、次の①～⑥に該当するこ
とが必要です。

① 出向元事業所および出向先事業所が雇用保険適用事業所であること。

② 出向元事業主と出向先事業主が資本的、経済的・組織的関連性等からみて、独立性が認め

られること。

③ 「受給に必要な書類」を整備し、受給のための手続に当たって労働局等に提出するととも

に、 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。

なお、「受給に必要な書類」とは、出向の対象となった労働者の、出勤及び雇用調整の

状況、賃金等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）等です。

④ 労働局等の実地調査を受け入れること

⑤ 出向元事業所で、本助成金の支給対象となる期間に他の事業所の雇用保険被保険者を出向

により受け入れ、他の事業所の事業主がその出向について本助成金、雇用調整助成金（出

向）又は通年雇用助成金の支給を受けていない（受けようとしていないことを含む）こと

⑥ 出向先事業所で、自己を出向元事業所とする出向を行い、出向元事業主として本助成金、

雇用調整助成金（出向）又は通年雇用助成金の支給を受けていない（受けようとしていない

ことを含む）こと

（１）その他の要件
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５．助成金の対象となる事業主（出向元・出向先共通）②

○ 本助成金を受給する出向元事業主、出向先事業主は、以下の①～⑫に該当しな
いことが必要です。

（２）不支給要件

① 雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたこと
があり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から３年又は５年（※）を経過していない。
※ 平成31年４月１日以降の申請について不正受給等があった場合５年

② 平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がい
る。

③ 支給申請日の属する年度の前年度より前に労働保険料の滞納がある。
⑤ 支給申請日の前日から起算して過去１年において、労働関係法令違反により送検処分を受

けている。
⑥ 風俗営業等関係事業主である。
⑦ ア 事業主もしくは事業主団体または事業主等の役員等が、暴力団または暴力団員である。

イ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている。

ウ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している。

エ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
している。

オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
⑧ 事業主等または事業主等の役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する暴力主義的破壊活

動を行ったまたは行う恐れがある団体等に属している。
⑨ 倒産している。
⑩ 産業雇用安定助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事

業主名等を公表することに承諾していない。
⑪ 役員等の氏名、役職、性別及び生年月日が記載されている別紙「役員等一覧」又は同内容

の記載がある書類を添付していない。
⑫ 「雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾していない。 11



６．支給対象となる期間と日数①

（１）出向期間と対象期間

○ 本助成金は、出向元事業主が、雇用する雇用保険被保険者（※）に対して１か
月以上２年以内の期間で実施した出向について支給対象となります。

○ 出向元事業主が、同一の出向元事業所について、出向先事業所ごとに実施する
出向の期間を「出向期間」といいます。同一の出向先事業所に複数の労働者の出
向を実施する場合は、労働者の出向の開始日のうち最も早い日から、出向の終了
予定日のうち最も遅い日が出向期間となります。

○ また、出向元事業所が出向を実施する期間を「対象期間」といい、複数の出向
先事業所に出向を実施する場合は、複数の出向先事業所の出向期間の始期のうち
最も早い日から、出向期間の終期のうち最も遅い日が対象期間となります。出向
先事業所が１つの場合、対象期間は出向期間は等しくなります。

R３.４ R５.３出向元事業所A（対象期間 R3.4～R.5.3）

出向期間 R３.４～R４.３

出向先Bへの出向者①

出向期間 R４.４～R５.３

出向先Bへの出向者②
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出向期間 R３.12～R４.11

出向先Cへの出向者③
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６．支給対象となる期間と日数②

（２）判定基礎期間

○ 出向を行う場合、出向先事業所ごとに、出向期間内の実績を原則１か月単位で
判定し、それに基づいて支給がなされます。この出向の実績を判定する１か月単
位の期間を「判定基礎期間」といいます。

○ 「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締切日の翌日から、その次の締
切日までの期間です。賃金の全部または一部の支払いが出向元から行われる場合
は、出向元事業主の賃金締切期間をいい、出向先が賃金の全部を支払う場合は、
出向先事業主の賃金締切期間をいいます。ただし、毎月の賃金の締切日が特定さ
れない場合などは暦月とします。

○ なお、「出向期間」の初日が「判定基礎期間」の初日と一致しない場合は、最
初の「判定基礎期間」の途中から「出向期間」が開始し、最後の「判定基礎期
間」の途中で「出向期間」が終了することになります。

○ この場合、「出向期間」の初日から２つ目の「判定基礎期間」の末日までを最
初の「判定基礎期間」としたり、最後から２つめの「判定基礎期間」の初日から
「出向期間」の末日までを最後の「判定基礎期間」とすることが可能です。

R３.４ R４.３出向労働者A（出向期間 R3.4.1～R.４.3.31）

判定基礎期間：賃金締切日 毎月25日 判定基礎期間としてまとめることが可能
13



６．支給対象となる期間と日数③

（３）支給対象期

○ 労働局またはハローワークへ出向についての計画を届出し、その計画に基づいて実施した
出向の実績に応じて支給申請を行います。この支給申請の単位となる一定期間を「支給対象
期」といいます。

○ 「支給対象期」は、１つの「判定基礎期間」、または連続する２つから６つの「判定基礎
期間」のいずれかを計画の届出の際に出向元事業主が出向先事業所ごとに選択し、以降この
計画の届出の際に選択した頻度毎に支給申請することとなります（支給申請を１か月ごと～
６か月ごとから選択することができます。なお、途中で変更する場合には、別途変更の手続
きが必要です。）。

R３.４ R４.３
出向労働者A（出向期間 R3.4.1～R.４.3.31）

判定基礎期間：賃金締切日 毎月25日 支給対象期としてまとめることが可能です。
まとめるためには計画届を提出する必要がありま
す。

（４） 支給限度日数等

○ 本助成金を受けようとするとき、同一の雇用保険適用事業所につき一の年度に本助成金の
支給対象となる対象労働者５００人（１人当たり、一の事業主に雇用された同一の労働者に
対する助成金の支給は１２か月（３６５日））を限度とします。

○ 当該年度における最初の出向の開始日の前日において当該事業所で雇用する雇用保険被保
険者数が５００人未満の場合は、その人数分。ただし、その数が１０人未満の場合は１０人
が上限となります。 14



７．助成金の対象となる経費①

○ 支給対象となる出向運営経費は、対象期間中の出向期間中において出向元事業所

または出向先事業所が出向に要した次の①～⑤のいずれかに該当するものになり

ます。ただし、出向労働者以外の従業員に係る賃金や、「出向初期経費」（次

ページ参照）に含まれるものは該当しません。

（出向運営経費に含まれる経費）

① 出向元事業主または出向先事業主が出向労働者に賃金（社会保険料は除く）と

して支払った（負担した）額

② 出向労働者の労務管理、人事評価に要する経費

③ 出向先事業所または出向労働者から出向元事業所への報告、面談に要する経費

④ 出向先事業主が負担した出向先事業所における教育訓練（Off-JT）に要する

経費（新型コロナウイルス感染症の影響により、教育訓練を事業所内や外部の教

育機関に集合して行うなどの通常の形態で実施することが困難な状況に鑑み、自

宅等で行う学習形態（インターネット等を用いたものも可能））の教育訓練等も

含む）

⑤ 上記①～④の他、出向期間中における出向の運営に要すると認められる経費

（１）支給対象期に要する経費（出向運営経費）

15



７．助成金の対象となる経費②

（２）出向に際してあらかじめ要する経費（出向初期経費）

○ 出向元事業所または出向先事業所において、出向期間の初日までに出向労働者
に対して要した次の①～⑧のいずれかの経費を要する措置を実施した場合には、
出向初期経費の支給対象となります

① 出向先事業主の負担する、出向先事業所における出向労働者に係る什器・ＯＡ
環境整備費用、被服費等の初度調弁費用にあたる経費（事務用消耗品（各種用紙、
文房具等でその性質が長期の使用に適しないもの）を除く）

② 出向元事業所および出向先事業所の職場見学、業務説明会の実施に要する経費
③ 出向元事業所と出向先事業所の間で行われる出向労働者の労働条件、スケ

ジュールの調整に要する経費
④ 出向元事業所および出向先事業所の就業規則等の整備・改正に要する経費
⑤ 出向元事業所および出向先事業所の出向契約書の作成・締結に要する経費
⑥ 出向元事業所および出向先事業所における教育訓練に要する経費
⑦ 出向労働者の転居に係る経費（事業主がその全部または一部を負担する場合に

限る）
⑧ ①～⑦の他、出向の成立に要すると認められる経費

16



８．出向運営費の助成率

（１）出向運営経費に係る助成率

(※)【雇用維持要件】
１ 支給対象期の末日において、出向元事業主に雇用されている労働者（雇用保険被保険者に

限る）および派遣労働者として当該事業主の事業所に役務の提供を行っている者の数が、対
象期間の初日の前日の属する月から遡った６か月間の各月末の事業所労働者数の平均の５分
の４以上であること。ただし、業界特有の理由等により、例年特定の季節において事業所労
働者数の増減がある等、やむをえない事情のある場合には、要件を満たすものとすることが
できる。

２ 対象期間の初日の前日から起算して６か月前から当該支給対象期の末日まで（以下「比較
期間」という。）に、次の①～③に掲げる解雇（解雇予告を含む。）等を行わないこと。

なお、次の①～③については、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇等も含むこと
に留意すること。
① 事業主に直接雇用される期間の定めのない労働契約を締結する労働者の場合、解雇又は

退職勧奨（労働者が同意した場合も含む。）等により事業主都合による離職をさせること
② 事業主に直接雇用される期間の定めのある労働契約を締結する労働者の場合、解雇と見

なされる労働者の雇止め、中途契約解除等により事業主都合による離職をさせること
③ 対象事業主の事業所に役務の提供を行っている派遣労働者の場合、労働者派遣契約期間

満了前の事業主都合による契約解除

中小企業 中小企業以外

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4

出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3

上限額（出向元・先の計） 12,000円／日

17



９．出向初期経費の助成額

（２）出向初期経費に係る助成額

○ 出向初期経費の助成額は、同一の事業主において出向労働者１人につき１度限
りで、１００，０００円となります（なお、出向元事業主について次のアに該当す
る場合、また、出向先事業主について次のイに該当する場合には、５０，０００円
の上乗せを行い、１５０，０００円となります。）。

ア （出向元事業主の要件）次の(ｱ)または(ｲ)のいずれかに該当すること
(ｱ) 出向元事業所の業種の大分類（※）が次のa～c のいずれかに該当すること

a 運輸業、郵便業（大分類Ｈ）
b 宿泊業、飲食サービス業（大分類Ｍ）
c 生活関連サービス業、娯楽業（大分類Ｎ）

(ｲ) 出向元事業所の生産指標の最近３か月間（計画届を提出する月の前月から
前々々月まで）の月平均値が前年同期に比べ２０％以上減少していること

イ （出向先事業主の要件）出向先事業所の業種の大分類が出向元事業所と異なる
ものであること

※ 日本標準産業分類における大分類を参照してください。

出向元 出向先

助成額 各10万円／1人当たり（定額）

加算額 各5万円／1人当たり（定額）

18



10．助成金の支給額①

（１）助成金の計算方法

STEP1
出向労働者の出向前１週間における１日当たりの賃金の額（Ａ）を次により計算します。

ａ１：出向労働者の出向開始日の直前の労働日に支払われる１時間当たりの賃金（通常支払
われるものに限ります）

ａ２：出向開始前１週間の総所定労働時間

ａ３：出向開始前１週間の総所定労働日数
（ａ２／ａ３）＝出向開始前の１日当たりの所定労働時間

Ａ＝ ａ１×（ａ２／ａ３）

STEP２

「出向前の賃金（Ｘ）」と「支給対象期の賃金（Ｙ）」を比較します。

〇 比較の対象となる「出向前の賃金（Ｘ）」は次により算定します。

Ａ：STEP1で求めた出向労働者の出向前１週間における１日当たりの賃金の額

Ｂ：支給対象期の出向先事業所における実労働日数

Ｘ＝Ａ×Ｂ
19



10．助成金の支給額②

STEP3 「出向前の賃金（Ｘ）」が「支給対象期の賃金（Ｙ）」より低くなる場合

〇 「出向前の賃金（Ｘ）」を出向元事業所及び出向先事業所が負担した支給対象期の賃金の割

合で按分します。

〇 具体的には次により算定します。

ｙ１：「支給対象期の賃金（Ｙ）」のうち出向元事業所が負担した額

ｙ２：「支給対象期の賃金（Ｙ）」のうち出向先事業所が負担した額

ｙ１／Ｙ：出向元事業主が負担した割合

ｙ２／Ｙ：出向先事業主が負担した割合

（※）Ｙ＝ｙ１＋ｙ２となります。

⇒ 出向元事業所の賃金部分助成額 ＝Ｘ × （ｙ１／Ｙ）

⇒ 出向先事業所の賃金部分助成額 ＝Ｘ × （ｙ２／Ｙ）

STEP4 「出向前の賃金（Ｘ）」が「支給対象期の賃金（Ｙ）」以上となる場合

○ 出向元事業主については、その負担した額（ｙ１）が賃金部分助成対象額となります。

○ 出向先事業主については、その負担した額（ｙ２）が賃金部分助成対象額となります。

（※）Ｙ=ｙ１＋ｙ２となります。
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10．助成金の支給額③

本助成金の支給対象となる出向運営経費は１人１日当たり１２，０００円（出向元事業主と出
向先事業主の負担額の合計）が上限額となります。このため、次により、支給対象期間中に要
した出向運営経費とその上限額の比較を行うことが必要となります。

STEP1

○ 「助成金の計算方法」により算定した賃金部分助成対象額とその他の出向運営経費を出向

元事業主および出向先事業主でそれぞれ別に合計し、出向元事業主および出向先事業主それ

ぞれで該当する助成率を乗じ、それぞれで得た額を合計してください（この計算で算出した

額をＺとします。）。

Ｚ＝（出向元事業主の賃金部分助成対象額＋出向元事業主が負担した（出向運営経費の総額））×（出向

元事業主に適用される助成率）＋（出向先事業主の賃金部分助成対象額＋出向先事業主が負担した出

向運営経費の総額）×（出向先事業主に適用される助成率））

STEP2

○ STEP1で計算したＺと上限額を比較します。

Ｚと上限額（１２，０００円に支給対象期中の当該出向労働者に係る出向先事業所におけ

る実労働日数を乗じて得た額）を比較します。

○ Ｚが上限額を超える場合には、出向元事業主と出向先事業主が負担した割合に応じて、１

人１日当たり１２，０００円を按分して支給額が決定されることとなります。⇒STEP３へ

○ Ｚが上限額を超えない場合には、Ｚの額のうち、出向元事業主と出向先事業主それぞれが

負担した額にそれぞれの助成率を乗じて得た額が、出向運営経費の支給額となります。 21



10．助成金の支給額④

STEP3
○ Ｚ＞上限額の場合の出向運営経費の支給額を次のとおり計算します。
○ 支給対象期中に出向労働者に係る出向運営経費として、出向元事業主と出向先事業主がそ

れぞれ負担した割合に応じて、１人１日当たり１２，０００円を按分することで出向元事業
主と出向先事業主それぞれの支給額が決定されることとなります。具体的には次のとおりで
す。

出向元事業主の支給額・・・・・上限額×Ｚのうち出向元事業主が負担した額／Ｚ
出向先事業主の支給額・・・・・上限額×Ｚのうち出向先事業主が負担した額／Ｚ

例えば、次の条件の場合、右のよう

な助成額になります。

・ 出向期間中の賃金日額と出向元で

の直近の賃金日額のいずれか低い方

の額 9,000円

・ 出向期間中の出向運営経費

－ 出向元賃金負担 3,600円、

出向先賃金負担 5,400円、

－ 出向先で教育訓練および労務管

理に関する調整経費など 3,000

円

※ 出向元・先ともに中小企業事業主

※ 出向元事業主が労働者の解雇などを

行っていない

※ 実際に支払われる助成額は、端数処理

などにより異なる場合があります。

雇用調整助成金
2/3

2,400円

実質負担
1/3
1,200円

実質負担
10/10
8,400円

産業雇用安定助成金
9/10
3,240円

出向運営経費（出向元賃金負担）

3,600円

実質負担
1/10
360円

出向運営経費（出向元賃金負担）

3,600円

出向運営経費 8,400円
（出向先賃金負担 5,400円、教育訓練および労務管理に
関する調整経費など 3,000円）

実質負担
1/10
840円

産業雇用安定助成金
9/10
7,560円

出向運営経費 8,400円
（出向先賃金負担 5,400円、教育訓練および労務管理に
関する調整経費など 3,000円）

■産業雇用安定助成金

※上記に加え、初回支給時に出向元・先双方に各10万円（一定の要件を満たす場合は5万円加算）を助成（出向初期経費）

■（参考）雇用調整助成金の場合
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11．受給までの流れ

出向元事業主と出向先事業主との契約※1

労働組合などとの協定
出向予定者の同意

出向計画届提出・要件の確認※2

出向の実施

支給申請※3・助成金受給※4

※1 出向元事業主と出向先事業主との間で、出向期間、出向中の
労働者の処遇、出向労働者の賃金額、出向元・先の賃金などの
負担割合などを取り決めてください。

※2 出向元事業主と出向先事業主が共同事業主として出向計画届
を作成し、出向開始日の前日（可能であれば２週間前）までに
都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。（手
続きは出向元事業主が行います）

※3 1か月以上6か月以下の任意で設定した期間（月単位）ごとに出向元
事業主と出向先事業主が共同事業主として支給申請書を作成し、都道府
県労働局またはハローワークへ提出してください。（手続きは出向元事
業主が行います）

※4 支給申請書に基づき、出向元事業主・出向先事業主それぞれに助成金を
支給します。

（※１）本助成金は出向元事業主が出向先事業主の作成した書類を含めて都道府県労働局で手
続きを行うこととなります（出向元事業主と出向先事業主がそれぞれ別々に計画の提
出および支給申請を行うことはできませんので、ご注意ください。）。

（※２）出向元事業主が計画届提出時に出向先事業所ごとに選択した支給申請頻度毎に支給申
請することとなります。

（※３）本助成金は出向元事業主および出向先事業主がいずれも支給要件を満たす場合に支給
されるため、出向元事業主または出向先事業主のいずれか一方が支給要件を満たさな
い場合には、もう一方が支給要件を満たしていたとしても、双方が不支給となります
ので、事前に支給要件等をよくご確認の上、計画届の提出及び支給申請を行ってくだ
さい。
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▶こちらで検索 「産業雇用安定助成金」より詳しい情報をお知りになりたい方は


