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4 訂版追補 26.6.30 (2) 

 

★３、若者チャレンジ奨励金 

●法改正追補＝2014.3.31＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

若者チャレンジ奨励金は平成 25 年度末までの時限措置 

★Ｐ149～169 削除 

 

★４、求職者支援訓練 

●法改正追補＝2014.4.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 求職者支援制度による職業訓練（平成２６年４月１日以降の訓練科の申請について） 

 

★ P171 一番下に以下の事項を付け加え。 

⇒「ただし、出席率８０％未満の受講者でも、１か月単位で８０％以上の期間がある場合に

はその期間を支給対象とする。就職実績は雇用保険被保険者になった者に限ります。」 

 

★ P181 上から 9～10 行目  

「（４）企業実習の時間の合計は～同じとしてください」 

⇒ 全部削除 

 

★Ｐ181 一番下に以下の一文を追加 

⇒ 「なお、職場体験、職場見学、職業人講話については、訓練開始日の前日までに場所と

講師を決定できます。」 

 

★ P183 上から 3 行目 （図表 1）の横に以下の一文を追加 

⇒ 「電子申請の登録も必要です。」 
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★Ｐ184 下から 8 行目 （図表 15）の横に以下の一文を追加 

⇒ 「提出不要。ただし作成・発行は必要」 

 

★ 11 行目 「講師名簿（図表 7）」を以下のように訂正 

⇒ 「講師一覧（図表 7 の 1）・講師名簿（図表 7 の２）・求職者支援訓練を担当する講師が

満たすべき認定基準について（図表 7 の３）・講師の経歴等確認書（図表 7 の４）」 

 

★Ｐ186 一番下に以下の一文を追加 

⇒ 「指定通知の写し提出期限は募集開始の前日までです」 

 

★Ｐ196 図表 7 （講師名簿） 

⇒ 削除 代わりに以下の 3 つの書面を追加（記載例省略） 
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★Ｐ197 図表 8  以下のものに差し替え 
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★Ｐ201 図表 12 以下のものに差し替え 

 

★Ｐ201 図表 13 ⇒ 削除 
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★５、トライアル雇用奨励金 

●法改正追補＝2014.3.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

トライアル雇用奨励金の支給対象が拡充！ 

 

★ P218 上から 12行目「ハローワーク」を以下のように訂正 

⇒「ハローワーク・地方運輸局（船員となる場合）・職業紹介事業者（職業安定局長が定め

る条件に同意し、規定の標識を掲示している者に限る。）以下「ハローワーク等」という」 

  

★ P220 上から 2行目 

P220 下から 1行目 

P221 上から 1行目 6行目 8行目 13行目 下から 1行目 

の「ハローワーク」を以下のように訂正 

⇒「ハローワーク等」 

 

★ P219 下から 5行目の上 ５、６と以下の一文を追加。 

５、育児でいったん離職した女性 

６、就職先の決まらない学卒者も対象とします。 

 

これまでは認められていなかったパートやアルバイトで働いていた人も対象。出産を機に正

社員をやめたが、働く意欲のある女性を想定しています。 

 

★ P221 下から 6行目「なお、将来的にはハローワークの紹介に加え、民間の人材紹介会

社等により雇入れる事業者に門戸を開く可能性があります。」を以下のように訂正 

 

⇒「なお、ハローワーク等の紹介に加え、民間の人材紹介会社等により雇入れる事業者の紹
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介により受給することも可能です。」 

★Ｐ225 図表以下のものに差し替え 
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★６、雇用調整助成金 

●法改正追補＝2014.3.31＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

雇用調整助成金 支給限度日数 被災地特例廃止 

 

(本書で直すところはありません) 

新年度でその他の変更も昨年 12月 1日以来ありません 

 

★７、労働移動支援助成金 

 

●法改正追補＝2014.3.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

労働移動支援助成金の拡充について 

 

★ P269 8行目 以下の一文を追加 

⇒「中小企業事業主以外の事業主も受けられます。平成 26年 3月 1日より、受入れ人材育

成支援奨励金が創設されました」 

 

★ 11行目 以下の一文を追加 

 

⇒「再就職実現時のみならず、再就職支援委託時についても 10万円まで支給します」 

 

★ P269 下の表、中身を以下のように訂正 

委託費用の 1/2 

⇒委託費用の 2/3（大企業は 2分の 1） 

委託費用の 2/3 
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⇒委託費用の 4/5（大企業は 3分の 2） 

「支給対象者 1人当たり 40万円」 

⇒「支給対象者 1人当たり 60万円」 

 

★ P269 一番下に以下の文章を追加 

 

「再就職支援の一部として訓練・グループワークの実施を委託した場合の上乗せ助成：（訓

練）月 6万円加算、上限 3か月（グループワーク）３回以上で１万円加算」 

 

「対象者に求職活動のための休暇を付与した場合の助成：中小企業事業主以外は 

日４０００円、中小企業事業主は日７０００円（いずれも上限 90 日分）再就職実現時のみ

支給します。委託の有無に関わらず、この助成単独でも支給可能です。」 

 

「受入れ人材育成支援奨励金：ＯＦＦ－ＪＴの賃金助成 1時間当たり 800円、訓練経費助成

実費上限 30万円、ＯＪＴは 1時間当たり 700円」 

 

★ P270 図表 1「対象被保険者の再就職の実現」の文章の「～か月」以下のように訂正 

「2か月」「3か月」「5か月」 

⇒「6か月」「6か月」「9か月」 

 

★ 「再就職支援給付金の支給」の数字を以下のように訂正 

「1/2」 「2/3」 

⇒「2/3（大企業は 2分の 1）」「4/5（大企業は 3分の 2）」 
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★ P271の 6、7行目 

「作成必須～作成任意～」⇒削除 

 

★ P272 下から 7行目の上に以下の文章を挿入 

⇒受入れ人材育成支援奨励金の創設 

以下の労働者に対して訓練（Off-JT のみ又は Off-JT と OJT）を行った事業主に対して助成

されます。 

 

①再就職援助計画の対象となった労働者 

②移籍によって受入れる労働者 

③出向によって受け入れる労働者 

 

対象労働者が雇用されていた事業所と資本関係等からみて密接な関係にある事業所は支給

対象外になりますが、産業競争力強化法に基づく計画の認定を受けた事業再編等である場合

は、両者の間に密接な関係があっても支給対象となる場合があります。 

 

★ P277 図表 5 一番下、以下の文言に追加 

再就職援助計画が変更され、計画の対象労働者でなくなった場合には、事業主を通じて公共

職業安定所に返還してください。 

⇒ 

１ 当該証明書は、労働移動支援助成金（受入れ人材育成支援奨励金）の支給申請の際に必

要となりますので、再就職先に提出ください。 

２ 再就職援助計画が変更され、計画の対象労働者でなくなった場合には、事業主を通じて

公共職業安定所に返還してください。 
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★１０、高年齢者雇用安定助成金 

●法改正追補＝2014.4.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

高年齢者雇用安定助成金の取扱い一部改正 

 

★ P304 7行目 以下の一文を訂正 

（その額が 500万を超える場合は 500万円） 

⇒（その額が 1,000万を超える場合は 1,000万円） 

 

★ P306 16行目 以下の一文を差し替え 

「支給申請日の前日において当該事業主に 1年以上雇用される」 

⇒「支給申請日の前日において当該事業主に雇用されている 60歳以上の雇用保険被保険者

が１人以上いること」 

 

★ 18行目 以下の一文を訂正 

（その額が 500万を超える場合は 500万円） 

⇒（その額が 1,000万を超える場合は 1,000万円） 

 

★Ｐ308 下から 10行目以降、以下の文章を追加 

⇒「改正高齢法の経過措置による継続雇用制度の対象者基準非該当離職者を含みます」 

 

★下から 3、4行目 

「対象労働者と移籍元事業書の事業主との間で、移籍について同意していること」 

⇒削除 
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★下から 2行目以下の単語を訂正 

「民間の職業紹介事業者」 

⇒「民間の職業紹介事業者またはハローワーク」 

 

★ P311 2行目 以下の一文を訂正 

「環境整備計画の開始日の６ヶ月前の日から２ヶ月前の日まで」 

★下から 2行目以下の一文を訂正 

⇒「環境整備計画の開始日の６ヶ月前の日から３ヶ月前の日まで」 

 

★Ｐ314 下から 3行目以下の一文を訂正 

「職業紹介会社」⇒「民間の職業紹介事業者またはハローワーク」 

 

★１２、両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金 

●法改正追補＝2014.4.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

両立支援助成金の改正 

★ P336 “両立支援助成金”の名称を改正 

⇒両立支援等助成金に改正 

 

★１３、職場意識改善助成金 

●法改正追補＝2014.4.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

職場意識改善助成金・テレワークコースの新設 

職場意識改善助成金（職場環境改善・改善基盤整備コース）の改善 
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★ P352 上から 10～13行目 削除 以下の文章を挿入  

⇒各事業場における労働時間、年次有給休暇等に関する事項について労働者の生活と健康に

配慮するとともに、多様な働き方に対応するため、終日在宅で就業するテレワークに取り組

む中小企業事業主のための、「テレワーク・コース」、雇用する労働者の年次有給休暇の年間

平均取得日数が９日未満または月間平均所定外労働時間数が 10時間以上であり、労働時間

等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主のための「職場環境改善・改

善基盤整備コース」の 2つがあります。  

評価期間が６か月から３か月に短縮されました。平成２７年１月末日まで）の３か月を自主

的に設定してください。 

 

★ P353 削除 以下の文章を挿入 

⇒テレワーク・コース  

 

１、対象経費  

 

 週１回以上終日在宅でテレワークを導入する企業に対して導入経費等の一部を助成します。 

テレワーク導入経費・テレワーク運用経費（事業実施計画期間中に限る） 導入のためのコ

ンサルタント費用。謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、雑役務費、印刷 製本費、

備品費、機械装置等購入費、消耗品費、委託費など。  

 

※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などで評価期間を超える

契約の場合は、評価期間に係る経費のみが対象  

 

 ２、支給対象となる取組 
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いずれか１つ以上実施してください  

 

○ テレワーク機器等購入経費、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりませ

ん  

○ 保守サポート料、通信費  

○ クラウドサービス使用料  

○ 就業規則・労使協定等の作成・変更  

○ 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発  

○ 外部専門家による導入のためのコンサルティング（社会保険労務士など）  

 

 ３、支給率  

 

 【基本助成】 導入経費の２分の１  

 

 【追加助成】 一定の期間中（１月から６月の間で計画に定めた期間）にテレワーク実施対

象労働者(事業実施計画に定めた者）の全員が少なくとも 1回は終日の在宅就労を実施した

場合であって… 対象労働者を平均して終日在宅でテレワークを週１日以上実施した場合は

４分の１（合計４分の３）を追加 

 

（計画段階）１人あたり 基本助成分のみの場合 4万円 （１企業当たり 100万円）  

追加助成を受けた場合 6万円 （１企業当たり 150万円） 「職場意識改善助成金事業実施承

認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、 テレワーク相談センターに提出し

てください。（締切は１２月１５日（月））  
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★ P354 上から 1行目 削除 以下の一文に訂正 

⇒職場環境改善・改善基盤整備コース  

 

★  P354 上から 4行目以降 □内。以下の項目を追加  

 

⇒○ 労務管理担当者に対する研修 ○ 労働者に対する研修、周知・啓発  

○ 外部専門家によるコンサルティング （社会保険労務士、中小企業診断士 など）  

○ 就業規則・労使協定等の作成・変更 （計画的付与制度の導入など）  

○ 労働能率の増進に資する設備・機器等(拡充) （小売業のＰＯＳ装置、自動車修理業の自

動車リフトなど） パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。 設備・機

器等については、以下の要件を満たした場合のみ、支給対象となります。  

 

○年次有給休暇の取得促進  

 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数（年休取得日数）を４日以上増加させる。 年次

有給休暇の年間平均付与日数と年休取得日数の差が４日未満の場合は、年休取得日数を年休

付与日数まで増加させる。  

 

○所定外労働の削減  

 労働者の月間平均所定外労働時間数（所定外労働時間数）を５時間以上削減させる 所定外

労働時間数が５時間未満の場合は、所定外労働時間数を０まで削減させる。  

 

★ P354 下から 6行目 表に追加  

⇒ 謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置

等購入費、消耗品費、委託費 対象経費の合計額×補助率 ※上限額を超える場合は上限額  
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★ P354 下から 2行目～P355 上から 3行目 ⇒削除  

 

★ P355 上から 4～9行目 以下のように修正  

3/3 ⇒ 3/4   上限額 80万円 

2/3 ⇒ 5/8 上限額 66万円  

1/3 ⇒ 1/2 上限額 53万円  

 

★ P356 上から 3行目 「7月末までに東京労働局」 を以下のように訂正 

 ⇒「10月末までに労働局」  

 

★ P356 上から 6行目～終わりまで。以下の文章に差し替え。  

 （１）テレワーク・コース 

 ・「職場意識改善助成金事業実施計画」（様式第１号（別添及び別紙））  

・労働保険関係成立届の写、または直近の労働保険概算保険料申告書の写  

・中小企業事業主であることを確認するための書類（登記事項証明書、労働保険関係成立届

の写、資本金・労働者数等を記入した資料など）  

・支給対象の事業を実施するために必要な経費の算出根拠が分かる資料（見積書等）  

 

見積書は、金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として複数提出してく

ださい（相見積もり）。複数提出できない場合は、金額が適正な水準であることが確認でき

る資料を別に提出してください。 なお、専門家謝金、講師謝金などの人件費が１回あたり

１２，０００円以下の場合は、その部分に関する相見積もりは不要とします。  

 

・対象労働者の同意書（別添２）  
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・対象労働者の業務時間（休憩時間を除く始業時間から終業時間）を確認でき る書類（就

業規則、労働条件通知書など）  

 

 （２）職場環境改善・改善基盤整備コース  

 ・「職場意識改善助成金事業実施計画」（様式第１号（別添）） 

・労働保険関係成立届の写、または直近の労働保険概算保険料申告書の写 

・中小事業主であることを確認するための書類 

 （登記事項証明書、労働保険関係成立 届の写、資本金・労働者数等を記載した資料など）   

・事業開始時の成果目標の実績についての証拠書類（集計表及び賃金台帳（写）、休暇簿（写））  

 

所定外労働時間数は、時間外労働時間数に休日労働時間数を加えた時間数として差支えあり

ません。なお、所定外労働時間数で時間数を算出する場合で、賃金台帳のみでは所定外労働

時間数が確認できない場合は、労働契約書など労働者の所定労働時間が確認できる資料につ

いても、併せて提出してください。  

 

・支給対象の事業を実施するために必要な経費の算出根拠が分かる資料（見積書等）  

 見積書は、金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として複数提出して

ください（相見積もり）。 

 

複数提出できない場合は、金額が適正な水準であることが確認できる資料を別に提出してく

ださい。 なお、専門家謝金、講師謝金などの人件費が１回あたり１２，０００円以下の場

合は、その部分に関する相見積もりは不要とします。  

 

・その他、労働局長が必要と認める書類  
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★ P357 最初～下から 6行目まで ⇒削除  

 

★ P357 下から 5行目～P358上から 4行目まで、以下の文章に差し替え  

⇒（１）テレワーク・コース 

 ・「職場意識改善助成金事業実施結果報告書」（様式第 11 号） 

・事業実施計画の支給対象の事業の実施に要した費用の支出が確認できる資料（領収書等）  

・前年度及び前々年度の労働保険料の納付・領収証書の写 ・成果目標の達成状況に関する

証拠書類（以下の（A）及び（B））  

 

（A）テレワークを行ったと申請する日の業務時間に、就業していたことが証明できる書類

（例）賃金台帳、タイムカード、年休簿など（テレワークを行った日に、（出勤しないで）

労働日として賃金が払われていること）  

 

（B）テレワークを行ったと申請する日の業務時間に、在宅していたことが証明できる書類 

（例１：ＧＰＳ機器による場合）  

業務時間におけるＧＰＳによる位置情報（地理座標）及び時間を記録できる機器（ＧＰＳ機

器）のログ情報（概ね１時間毎に記録されたもの） 

（例２：朝礼、夕礼メールによる場合）  

テレワークを実施する日の業務の開始時、終了時に、企業名、対象労働者の氏名、日時、場

所、業務実施予定内容、業務実施結果の詳細（実施時間帯及び実施した内容）について記載

したメールを、申請事業主及びテレワーク相談センターへ送信する。   

 

（A）及び（B）のいずれについても、例以外の方法で証明できる場合はそれによることがで
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きますが、事前に必ずテレワーク相談センターに具体的な証明方法について相談し、承認を

得てください。  

 

（２）職場環境改善・改善基盤整備コース  

 ・「職場意識改善助成金事業実施結果報告書」（様式第 11 号） 

・前年度、前々年度の労働保険料の納付・領収証書の写し ・事業終了時の成果目標の実績

についての証拠書類（集計表及び賃金台帳（写）、休暇簿（写）） 

 

※ 所定外労働時間数は、時間外労働時間数に休日労働時間数を加えた時間数として差支え

ありません。なお、所定外労働時間数で時間数を算出する場合で、賃金台帳のみでは所定外

労働時間数が確認できない場合は、労働契約書など労働者の所定労働時間が確認できる資料

についても、併せて提出してください。 

 

・その他、労働局長が必要と認める書類  

 

★ P358 上から 6行目以降 「毎年 4月から 7月末」以下のように訂正  

⇒「毎年 4月から 10月末」（予算の消化具合による）     

 


