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令和３年度静岡県特定最低賃金の改正を答申
―

４業種について１８円〜１９円引き上げ

静岡地方最低賃金審議会（会長

はた

畑

たかし

―

いしまる

隆 ）は、静岡労働局長（石丸

てつ はる

哲治）に、４業種の特

定最低賃金について現行の時間額よりそれぞれ１８円〜１９円引き上げ、静岡県特定最低賃金
改正答申一覧表（下表）のとおりとすることが適当である旨の答申を行いました。
効力発生の日は、令和３年１２月２０日の予定です。
今後は、この答申の内容についての異議申出の公示などの諸手続を経た上、静岡県特定最低
賃金を決定することとなります。

「特定最低賃金」とは、静岡県最低賃金（時間額９１３円）より金額水準の高い最低賃
金を定めることが必要と認めた産業について設定されている最低賃金です。

【静岡県特定最低賃金改正答申一覧表】
改正金額
（時間額）

現行金額
（時間額）

引上げ額

タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・
工業用ゴム製品製造業最低賃金

９１５円

８９７円

１８円

鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金

９５４円

９３５円

１９円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機
械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金

９７０円

９５１円

１９円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具製造業最低賃金

９３９円

９２０円

１９円

特

定

最

低

賃

金

（※）

効力発生日

令和３年
１２月２０日

（※）改正されて効力が発生するまでは、金額の高い静岡県最低賃金（時間額９１３円）が適用されます。

厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、以下の最低
賃金及び賃金の引上げに向けた生産性向上等のための支援を実施しています。
①

業務改善助成金（別添１リーフレット参照）
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に、生産性向上
のための設備・機器等の導入経費（業務改善経費）の一部を助成するもの。
※業務改善助成金に対する問い合わせは、静岡労働局雇用環境・均等室（電話；054254-6320）にお尋ねください。

②

キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）（別添２リーフレット参照）
有期契約労働者の基本給の賃金規定等を２％以上増額改定し、昇給させた場合等に助
成するもの。

③

人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コース、テレワークコース）
ⅰ人事評価改善等助成コース（別添３リーフレット参照）
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ことを通じて、生産性向上を
図り、賃金アップと離職率低下を実現した企業に対して助成するもの。
ⅱテレワークコース（別添４リーフレット参照）
良質なテレワークを新規導入し、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る中小企業事業主を支援するもの。
※前記②及び③ⅰに対する問い合わせは、静岡労働局職業安定部職業対策課（電話：054271-9970）又は最寄りのハローワークにお尋ねください。
また、③ⅱについては静岡労働局雇用環境・均等室（電話：054-252-5310）にお尋ね
ください。

④

「静岡働き方改革推進支援センター」（別添５リーフレット参照）
静岡労働局委託事業として、令和３年４月より「静岡働き方改革推進支援センター」
（電話：0800-2005451）を開設し、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模
事業者等を中心に、非正規労働者の処遇改善、労働時間の短縮、生産性向上による賃金
引上げ、人手不足の緩和等の取組を支援するため、専門家による相談対応（電話・メー
ル・対面・訪問）や出張相談会・セミナー等を実施しています。

別添１

令和3年8月から

「業務改善助成金」が使いやすくなります
『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内
最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

助成金の
概要

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、
設備投資など（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）
を行った場合に、その費用の一部を助成します。
詳しくはHPをご覧ください！

変更後のコース内容
コース区分

20円コース

引上
げ額

20円
以上

業務改善助成金

検索

※申請期限：令和４年１月３１日

引き上げる
労働者数

助成
上限額

１人

２０万円

２〜３人

３０万円

４〜６人

５０万円

７人以上

７０万円

助成対象事業場

助成率

10人以上（※1） ８０万円

30円コース

30円
以上

１人

３０万円

２〜３人

５０万円

４〜６人

７０万円

７人以上

１００万円

10人以上（※1） １２０万円

（新設）
45円コース

45円
以上

１人

４５万円

２〜３人

７０万円

４〜６人

１００万円

７人以上

１５０万円

10人以上（※1） １８０万円

60円コース

60円
以上

１人

６０万円

２〜３人

９０万円

４〜６人

１５０万円

７人以上

２３０万円

以下の２つの要件を
満たす事業場
・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内
・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金
900円未満】
４／５
生産性要件を
満たした場合は（※2）
９／１０（※2）
【事業場内最低賃金
（※1）
900円以上】
３／４
生産性要件を
満たした場合は
４／５（※2）
（※1）

10人以上（※1） ３００万円

90円コース

90円
以上

１人

９０万円

２〜３人

１５０万円

４〜６人

２７０万円

７人以上

４５０万円

10人以上（※1） ６００万円

（※１）10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件：事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、
30％以上減少している事業者
（※２）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率
が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

○助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。

その他の変更点
◆ PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象になります。
※特例のうち、②生産量要件に該当する場合であって、引上げ額30円以上の場合に限ります。
◆ 同一年度内に複数回（2回まで）申請することができます。

ご留意頂きたい事項
◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
◆ 事業完了の期限は令和４年３月３１日です。

助成金支給までの流れ
交付申請書・事業実施計画などを、
最寄りの都道府県労働局に提出
※申請先は、各労働局雇用環境・均等部（室）

審
査

交付決定後、
提出した計画に
沿って事業実施

労働局に
事業実施結果
を報告

審
査

支給

働き方改革推進支援資金
◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や
運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。
【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

〜・業務改善助成金の活用事例・〜

厚生労働省

（R３.７.２６）

別添２
（事業主の方へ）

非正規雇用労働者のキャリアアップを支援します！

キャリアアップ助成金のご案内

｢キャリアアップ助成金｣は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを
促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
助成内容

正社員化
コース

有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に
転換又は直接雇用した場合（１人当た
り）

大企業の場合

57万円＜72万円＞

42万7,500円＜54万円＞

➁ 有期 → 無期

28万5,000円＜36万円＞

21万3,750円＜27万円＞

③ 無期 → 正規

28万5,000円＜36万円＞

21万3,750円＜27万円＞

※ 正規雇用労働者には「多様な正社員（勤務地・職務限定正社員、短時間正社員）」を含みます。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者で直接雇用する場合、
①③：１人当たり28万5,000円＜36万円＞（大企業も同額）加算
※ 対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、
①：１人当たり9万5,000円＜12万円＞（大企業も同額）加算 ②③：4万7,500円＜6万円＞（大企業も同額）加算
※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合、
①③：１事業所当たり9万5,000円＜12万円＞（大企業の場合、7万1,250円＜9万円＞）加算
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用
労働者等に転換した場合（１人当たり）
※ 正規雇用労働者には「多様な正社員（勤務
地・職務限定正社員、短時間正社員）」を含
みます。

中小企業の場合

① 有期 → 正規

①

障害者正社員化
コース

※＜ ＞は生産性の向上が認められる場合の額

助成額

有期 → 正規

120万円

90万円

有期 → 無期

60万円

30万円

無期 → 正規

60万円

30万円

②

重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者以外の場合
有期 → 正規

90万円

67.5万円

有期 → 無期

45万円

33万円

無期 → 正規

45万円

33万円

※

助成額が対象労働者に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額として支給します。

① 全ての賃金規定等を2％以上増額改定
対象労働者数

１～3人

9万5,000円＜12万円＞

7万1,250円＜9万円＞

19万円＜24万円＞

14万2,500円＜18万円＞

４～６人
７～10人

28万5,000円＜36万円＞

19万円＜24万円＞

11～100人 ＊１人当たり

2万8,500円＜3万6,000円＞

1万9,000円＜2万4,000円＞

② 雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2％以上増額改定
賃金規定等
改定コース

全て又は一部の有期雇用労働者等の基本
給の賃金規定等を増額改定し、昇給させ
た場合（対象労働者数に応じて、１事業
所当たり）

対象労働者数

１～3人

4万7,500円＜60,000円＞

3万3,250円＜4万2,000円＞

４～６人

9万5,000円＜12万円＞

7万1,250円＜9万円＞

７～10人

14万2,500円＜18万円＞

9万5,000円＜12万円＞

11～100人 ＊１人当たり

1万4,250円＜1万8,000円＞

9,500円＜1万2,000円＞

※ 中小企業において3％以上５％未満増額改定を行った場合、
①：１人当たり1万4,250円＜18,000円＞加算、②：１人当たり7,600円＜9,600円＞加算
※中小企業において５％以上増額改定を行った場合
①：１人当たり2万3,750円＜3万円＞加算、②：１人当たり1万2,350円＜1万5,600円＞加算
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、
１事業所当たり19万円＜24万円＞（大企業の場合、14万2,500円＜18万円＞）加算
賃金規定等
共通化
コース

有期雇用労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場
合（１事業所当たり）

諸手当制度
等共通化
コース

有期雇用労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用したま
たは有期雇用労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、
４人以上に実施した場合（１事業所当たり）

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
措置の導入に伴い、その雇用する有期契
約労働者等について、働き方の意向を適
切に把握し、被用者保険の適用と働き方
の見直しに反映させるための取組を実施
し、当該措置により新たに被保険者とし
た場合
※従業員数が100人を超える事業所は一
部の助成が令和３年９月30日までの暫定
措置

57万円＜72万円＞

42万7,500円＜54万円＞

※ 対象となる有期雇用労働者等１人当たり
２万円＜2.4万円＞（大企業の場合、1.5万円＜1.8万円＞）加算
38万円＜48万円＞

短時間
労働者
労働時間
延長コース

有期契約労働者等の週所定労働時間を５時
間以上延長し、社会保険を適用した場合
（１人当たり）

（１事業所当たり）

28万5,000円＜36万円＞

※ 対象となる有期雇用労働者等１人当たり
（「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、４人以上に実施した場合を除く）
1.5万円＜1.8万円＞（大企業の場合、1.2万円＜1.4万円＞）加算
※ 共通化した諸手当２つ目以降につき、１手当当たり
16万円＜19.2万円＞（大企業の場合、12万円＜14.4万円＞）加算
19万円＜24万円＞

14万2,500円＜18万円＞

※ 賃金の増額割合に応じて、１人当たり以下の通り助成額を加算
２％以上3％未満

1万9,000円＜2万4,000円＞

1万4,000円＜1万8,000円＞

3％以上5％未満

2万9,000円＜3万6,000円＞

2万2,000円＜2万7,000円＞

5％以上7％未満

4万7,000円＜6万円＞

3万6,000円＜4万5,000円＞

7％以上10％未満

6万6,000円＜8万3,000円＞

5万円＜6万3,000円＞

10％以上14％未満

9万4,000円＜11万9,000円＞

7万1,000円＜8万9,000円＞

14％以上

13万2,000円＜16万6,000円＞

9万9,000円＜12万5,000円＞

５時間以上延長

22万5,000円＜28万4,000円＞

16万9,000円＜21万3,000円＞

労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を１時間以上５時間未満延長した場合でも助成
※基本給を一定額以上昇給している必要があります。
１時間以上２時間未満

4万5,000円＜5万7,000円＞

２時間以上３時間未満

9万円＜11万4,000円＞

3万4,000円＜4万3,000円＞
6万8,000円＜8万6,000円＞

３時間以上４時間未満

13万5,000円＜17万円＞

10万1,000円＜12万8,000円＞

４時間以上５時間未満

18万円＜22万7,000円＞

13万5,000円＜17万円＞

1

◆ 生産性の向上が認められる要件は、厚生労働省HP「生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」をご確認ください。
◆ すべてのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。
LL030331作成 No.５

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

別添３

従業員の賃金アップと生産性の向上に取り組む事業主の皆さまへ

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース）
を活用してみませんか？
「人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コース）」は、生産性向上のための人事評
価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事
業主に対して助成するもので、人材不足の解消を目的としています。

助成金の概要

目標達成助成：80万円
事業主が、生産性向上のための人事評価制度と２％以上の賃金のアップを含む賃金制
度（以下「人事評価制度等」と表記します。）の整備、実施し３年経過後に人事評価
制度等の適切な運用を経て、生産性の向上、労働者の賃金の２％以上のアップ、離職
率の低下に関する目標のすべてを達成した場合、目標達成助成（80万円）を支給し
ます。

助成金支給までの流れ

１

人事評価制度等整備計画の作成・提出
（提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出）

２

認定を受けた①の整備計画に基づく人事評価制度等の整備
（労働協約または就業規則に明文化することが必要）

３

人事評価制度等の実施
（全ての人事評価制度等対象労働者に実施することが必要）

４

目標達成助成の支給申請
【提出期間】評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して２か月以内

５

助成金の支給

80万円

（本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出）

支給のための要件、手続きなどの詳細ついて、ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局へお
問い合わせください。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

LL010927企01

（参考）人事評価制度導入のイメージ たとえば、こんなケースが該当します。
事業所の課題

従業員のモチベー
ションを上げて、事
業所の生産性を向上
させる方法はないか
なあ・・・

解決策

賃金アップを伴う人事評価制度・
賃金制度を整備し、その情報を開
示することで、従業員の意欲が向
上し、さらに生産性もアップ！

人事評価制度・賃金制度の主な要件

○最も一般的な評定を受けたときに、従業員の賃金が2％以上増加するもので
あること
○労働組合等と合意したものであること
○人事評価の対象・基準等が明確であること
○賃金表が定められていること
○人事評価による評定と賃金の変動の幅との関係が明確であること
○従業員に開示されているものであること

「生産性」と「生産性要件」
● 本助成金では、企業における生産性向上の取組みを支援するため、「Ｂ.目標達成助成」
については、「生産性要件」※が満たされている場合に支給されることとしています。

※:「A.制度整備助成」の支給を受けた事業主について、計画認定申請日の属する会計
年度の前年度とその3年後の会計年度を比べて「生産性」が６％以上伸びていること
●厚生労働省ホームページより「生産性要件算定シート」をダウンロードし、該当する勘
定科目の額を転記することにより生産性を算定できます。
ダウンロードはこちらから↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

中小企業事業主の皆さまへ
別添４

人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内
良質なテレワークを新規導入し、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る
中小企業事業主を支援します！

助成対象となる取組

①
②
③
④
⑤

就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
外部専門家によるコンサルティング
テレワーク用通信機器の導入・運用
労務管理担当者に対する研修
労働者に対する研修

助成対象となる取組の
実施期間

テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで
※機器等導入助成の支給申請は、テレワーク実施計画認定日から起算して７か月以内に実施

機器等導入助成

評価期間
目標達成助成

計画認定日から起算して６か月以内の連続する３か月
※評価期間の始期は事業主が設定
評価期間（機器等導入助成）の初日から１年を経過した
日から起算した３か月間

支給額等は次のとおりです。詳細は支給要領等をご確認ください。

①機器等導入助成

②目標達成助成

支 給 要 件

支 給 要 件

 新たに、テレワークに関する制度を規定した労働協
約または就業規則を整備すること。

 評価期間後１年間の離職率が、計画提出前１年
間の離職率以下であること。

 テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成
の支給申請日までに、助成対象となる取組を１つ以
上行うこと。

 評価期間後１年間の離職率が30％以下であること。

 評価期間（機器等導入助成）における、テレワーク
に取り組む者として事業主が指定した対象労働者の
テレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。
 評価期間（機器等導入助成）に１回以上対
象労働者全員がテレワークを実施する 又は

 評価期間（目標達成助成）に、１回以上テレワー
クを実施した労働者数が、評価期間（機器等導入
助成）初日から１年を経過した日における事業所
の労働者数に、計画認定時点における事業所の労
働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせ
た人数以上であること。

 評価期間（機器等導入助成）に対象労働者
がテレワークを実施した回数の週平均を１回以
上とする

支 給 額

支 給 額

支給対象経費の30％

支給対象経費の20％ 〈35%〉

※以下のいずれか低い方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

※以下いずれか低い方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数
※〈〉内は生産性要件を満たした場合に適用

ご利用の流れ等については裏面をご確認ください。
 使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくことができるよう、
厚生労働省では「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を策定しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
 テレワークの導入に当たっては、セキュリティへの配慮も必要です。テレワークセキュリティガイドライン（総務省）などもご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/index.htm

ご利用の流れ
テレワーク実施計画の作成・提出
1

管轄労働局が
テレワーク実施計画を

 提出期限までに、事業主の主たる事業所（通常は本社）の
所在地を管轄する都道府県労働局（以下「管轄労働局」とい
う。）へ提出

認定

認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、テレワークを可能とする取組（※）を実施
評価期間（機器等導入助成）においてテレワークを実施

2

 計画認定日以降、以下３の支給申請日までに、取組の実施（機器購入の場合は納品）・支払を終えることが必要。
 計画認定日から起算して６か月間を経過する日までの期間内において、事業主が連続する３か月間を「評価期間
（機器等導入助成）」として設定し、テレワークに取り組む（評価期間の始期は事業主が設定）。
対象となる取組の詳細については厚労省ＨＰをご確認いただくか、
最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へお問い合わせください。

※支給対象となる取組（カッコ内の数字は上限額）
 テレワーク用通信機器の導入・運用







 労務管理担当者に対する研修（10万円）

ネットワーク機器（15万円）
サーバ機器（50万円）
NAS機器（10万円）
セキュリティ機器（30万円）
ウェブ会議関係機器（１万円／対象労働者１人）
サテライトオフィス利用料（30万円）

 労働者に対する研修（10万円）
 外部専門家によるコンサルティング（30万円）
 就業規則・労使協定等の作成・変更（10万円）

①機器等導入助成に係る支給申請
3

4

助成金の支給

支給対象経費の

 上記２の実施後、計画認定日から起算して７か月以内に、管
轄労働局へ支給申請書を提出
 テレワークに関する制度を就業規則等で新たに規定することが
必要
 上記２の評価期間（機器等導入助成）において、前頁のテ
レワーク実績基準を満たすことが必要

30％

※以下いずれか低い方が上限
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

評価期間（目標達成助成）においてテレワークを実施
 上記２の評価期間（機器等導入助成）の初日から１年を経過した日から起算した３か月間（評価期間（目標
達成助成））において、テレワークを実施。

②目標達成助成に係る支給申請
5

助成金の支給

支給対象経費の

 上記４の評価期間（目標達成助成）の終了日の翌日から
起算して１か月が経過する日までに、管轄労働局へ支給申請
書を提出
 前頁の離職率目標を満たすことが必要
 上記４の評価期間（目標達成助成）において、前頁のテレ
ワーク実績基準を満たすことが必要

20％ 〈35%〉
※以下いずれか低い方が上限
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

※〈〉内は生産性要件を満たした場合に適用

助成金の詳細・問合せ先
助成金の支給要件や申請方法等の詳細については、厚生労働省
ＨＰをご確認いただくか、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均
等部（室）へお問い合わせください。

人材確保等支援助成金

厚生労働省・都道府県労働局

検索
厚労省HPへは
こちらのQRコードからも
アクセス可能です。
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