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4訂版追補 26.6.30 (3) 

 

★１５、障害者雇用ファーストステップ奨励金 

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

障害者初回雇用奨励金の見直し 

★ P403 14行目 「ハローワークまたは地方運輸局（船員として雇い入れられる場合）」を

以下のように訂正 

⇒ 「ハローワークまたは地方運輸局（船員として雇い入れられる場合）または、民間職業

紹介事業者等」 

 

★ １６、障害者トライアル雇用奨励金 

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

障害者トライアル雇用奨励金の拡充 

 

★ P408 一番下「支給対象者１人につき月額最大４万円」を以下の文章に置き換え 

⇒ 公共職業安定所又は民間職業紹介事業者等の紹介により障害者に対しトライアル雇用を

行う事業主に対し奨励金を支給。 

≪助成対象事業主≫ 

以下の障害者をトライアル雇用する事業主 

ア 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介日において、就労の経験のない職業に就くこ

とを希望する者 

イ 紹介日前２年以内に、２回以上離職又は転職を繰り返している者 

ウ 紹介日前において離職している期間が６箇月を超えている者 
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エ 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者 

オ 精神障害者又は発達障害者のうち、その障害の特性等により、１週間の所定労働時間を

１０時間以上２０時間未満として雇い入れられることを希望する者であって、当該雇入れ日

から起算して１年を経過する日までの間に１週間の所定労働時間を２０時間以上とするこ

とを希望する者 

≪支給額≫ 

アからエまでに該当する雇入れ 障害者 1 人につき、月４万円 

オに該当する雇入れ 障害者１人につき、月２万円 

 

★ P409 下から 9行目 「②原則 3か月間のトライアル雇用をすること」を訂正 

⇒「②原則 3～12か月間のトライアル雇用をすること（精神障害者に付いては 12カ月まで

可能。ただし助成金自体は 3カ月しか出ません）」 

★ １７、中小企業労働環境向上助成金 

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

中小企業労働環境向上助成金 拡充 

健康づくり制度は介護事業所のみならず、重点分野でも受けられるようになります。 

 

★ P419 9行目 健康づくり制度 30万円の行をコピーする。 

⇒ 4行目 研修体系制度 30万円の下に貼り付け。 

 

★ Ｐ422 13行目以降に以下の内容を貼り付け。 

⇒健康づくり制度の導入  

○ 人間ドック 
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○ 生活習慣病予防検診 

○ 腰痛健康診断 

○ メンタルヘルス相談 

（メンタルヘルスに係る専門家（医師、臨床心理士等）による事業所担当者向け相談、労働

者向け相談。なお、相談は原則対面方式によるものとし、電話又は電子メールのみによる相

談、匿名での相談は除く。） 

 

★ P424 13行目以降 （３）健康づくり制度の導入 以下 9行を以下のように改める。 

⇒○ 人間ドック 

○ 生活習慣病予防検診 

○ 腰痛健康診断 

○ メンタルヘルス相談 

（メンタルヘルスに係る専門家（医師、臨床心理士等）による事業所担当者向け相談、労働

者向け相談。なお、相談は原則対面方式によるものとし、電話又は電子メールのみによる相

談、匿名での相談は除く。） 

 

★ １８、建設労働者確保育成助成金 

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

建設労働者確保育成助成金の見直し 

 

★ P452 ５行目以降 以下の見出しを挿入 

⇒ 認定訓練コース、２６年度は復活！増額！ 

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130304&Mode=0
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★ P452 下から７行目以降 以下の一文を挿入 

⇒ ⑤認定訓練コース ⑥若年者に魅力ある職場づくり事業 ⑦建設広域教育訓練 

 

★ P454 上の表の下に追記 

建設広域教育訓練コース（推進活動経費助成） 

職業訓練推進活動の実施に要した費用のうち、支給対象費用に対する算定額の合計額の３分

の２に相当する額。なお、 

年間４万人以上の職業訓練を実施する職業訓練法人に対しては、年間 9,000万円を限度 

年間３万人以上４万人未満の場合：年間 7,500万円を限度 

年間２万人以上３万人未満の場合：年間 6,000万円を限度 

年間２万人未満の場：年間 4,500万円を限度。 

 

建設広域教育訓練コース（施設設置等経費助成） 

職業訓練施設設置等事業の実施に要した費用の 2分の 1に相当する額（その額が３億円を超

えるときは、３億円）。 

 

(1) 認定訓練コース（経費助成） 

認定訓練の受講者１人につき、訓練の種類に応じて定められた助成金の額に月数、コース数

または単位数を乗じた額です。  

 

訓練の種類 （建設関連の訓練に限る。）  

イ 普通職業訓練  

    ① 普通課程１ヵ月認定訓練 4,400円  広域認定訓練 6,600円  

        専修訓練課程１ヵ月認定訓練 4,400円 広域認定訓練－  
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    ② 短期課程 一級技能士コース１コース認定訓練 9,700円  広域認定訓練 14,600

円       

        二級技能士コース１コース認定訓練 9,700円  広域認定訓練 14,600円  

        単一等級技能士コース１コース認定訓練 9,700円  広域認定訓練 14,600円  

        管理監督者コース１単位※ 認定訓練 1,800円  広域認定訓練 2,700円  

        能開法施行規則別表第４による訓練１コース 

        認定訓練 16,000円  広域認定訓練 25,000円    

        上記以外の短期課程１単位※認定訓練 1,800円  広域認定訓練 2,700円  

 

ロ 高度職業訓練専門課程  １ヵ月認定訓練 19,500円  広域認定訓練－  

ハ 指導員訓練研修課程１単位  認定訓練 1,800円  広域認定訓練 2,700円  

 

(2) 認定訓練コース（賃金助成）  

認定訓練を受講した建設労働者１人１日当たり５,０００円 

 

★ P454 表の 1行目、「技能実習の経費助成」の内容を以下の通り訂正 

技能実習に要した経費の 9割※登録教習機関、登録期間技能者講習実施機関に委託して行う

場合は 7割 

⇒ 技能実習に要した経費の 9割、被災３県は１０割※登録教習機関、登録期間技能者講習

実施機関または中小企業建設技能団体等（本助成金の経費助成対象となる実習（下記により

新たに追加される技能検定に関する訓練を除く。）を実施する中小建設事業主団体等に限

る。）に委託して行う場合は 8割 

 

★ P454 上の表「技能実習の賃金助成７０００円」を下記の通り訂正 
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⇒ 8,000円 

 

★ P454 下から 11行目「登録教習機関等」を以下の通り訂正 

⇒ 登録教習機関、登録期間技能者講習実施機関または中小企業建設技能団体等（本 

助成金の経費助成対象となる実習（下記により新たに追加される技能検定に関する訓練を除

く。）を実施する中小建設事業主団体等に限る。） 

 

★ P454 表の下、「受給のポイント」の下に以下の文章を挿入 

 

(1) 認定訓練コース（経費助成） 

1 ．算定の対象となる者は次のいずれかに該当する者であることが必要です。  

・中小建設事業主が雇用している雇用保険の被保険者  

・学卒未就職者など職業能力形成機会が十分でない者（新規学卒者のうち就職できないため、

やむを得ず進学し、就職先が未決定の者及びおよそ３年以上継続して正規雇用されたことが

ない者であって、就職のため認定職業訓練を受講することを希望する者）  

 

2．算定の対象となる訓練課程・訓練科 助成対象となる訓練は職業能力開発促進法第 24条

第１項に規定する認定職業訓練または同法第 27条第１項に規定する指導員訓練のうち、別

に定める建設関連の訓練に限ります。 なお、経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、

この助成金の対象とはなりません。  

 

3．手続き 認定訓練コース（経費助成）の支給を受けようとする中小建設事業主または中小

建設事業主団体は、事業を実施しようとする年度の５月末まで（平成 25年度は 7月末まで）

に、計画届を主たる事務所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）
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またはハローワーク（公共職業安定所）に提出してください。  

 

① 計画届の届出 認定訓練コース（経費助成）の支給を受けようとする中小建設事業主また

は中小建設事業主団体は、事業を実施しようとする年度の５月末までに、計画届を主たる事

務所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）またはハローワーク

（公共職業安定所）に提出してください。  

 

② 計画届の変更 計画届を提出した中小建設事業主または中小建設事業主団体は届け出た

内容に変更※が生じるときは、事前に必要書類の一式を、管轄都道府県労働局またはハロー

ワーク（公共職業安定所）に提出してください。  

 

※①訓練の実施計画の内容を著しく変更する場合、 

 ②添付書類の内容に変更が生じた場合（軽微な 場合を除く）  

 

③ 支給申請の手続き 都道府県から認定訓練助成事業費補助金（運営費）または広域団体認

定訓練助成金の交付の決定があった日以後、認定訓練を実施した月（短期課程の普通職業訓

練および指導員訓練については、１コースの訓練が終了した月）に応じ、原則として必要書

類一式を管轄労働局またはハローワーク（公共職業安定所）に提出してください。 

 

(2)認定訓練コース（賃金助成）   

１．受給できる中小建設事業主 次の要件のすべてに該当する中小建設事業主 ・雇用保険の

適用事業主であること ・雇用する建設労働者に対して認定訓練を受講させ、その期間、通

常の賃金の額以上の賃金を支払うこと。 ・雇用保険法施行規則によるキャリア形成促進助

成金またはキャリアアップ助成金（認定訓練を行う施設に建設労働者を派遣する場合に限
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る）の支給を受けていること。  

 

２．算定の対象となる建設労働者 中小建設事業主が雇用している雇用保険の被保険者であ

る建設労働者で、その中小建設事業主が認定訓練を受講させたもの。  

 

３．助成の対象となる訓練課程・訓練科（認定訓練コース（経費助成）と同じ） 職業能力

開発促進法第24条第１項に規定する認定職業訓練または同法第27条第１項に規定する指導

員訓練のうち、別に定める建設関連の訓練に限ります。なお、経理事務・営業販売などの訓

練は対象とはなりません。  

 

４．助成額 算定対象の建設労働者１人につき、日額 4,000円とする。  

 

５．支給申請の手続き 認定訓練を修了した日の翌日から起算して２ヵ月以内※に、建設労

働者確保育成助成金（認定訓練－賃金助成）支給申請書、必要書類などを管轄労働局または

ハローワーク（公共職業安定所）に提出してください。  

 

※当分の間は、４月１日から９月 30日に終了した訓練等は 10月１日から 11月 30日、10

月１日から翌年３月31日に終了した訓練等は４月１日から５月31日に提出することができ

ます。 

 

★ P455 下の表の下 以下の文章を挿入 

⇒ 建設業法第 27 条第１項の技術検定に関する訓練（教育訓練給付金の対象となる訓練で

あって、指定教育訓練実施者に委託して行うものに限る。）の追加 

（経費助成）受講料のうち事業主が負担した額の８割（ただし１つの技能実習について、１
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人あたり 20 万円を上限。） 

＜被災三県以外の中小建設事業主又は中小建設事業主団体等＞ 

※ 被災三県の中小建設事業主又は中小建設事業主団体等については、10 割＜暫定措置＞ 

（賃金助成）１つの技能実習について１人１日あたり 8,000 円に、当該実習を受けさせた

日数（通学による日数に限る。一の実習について、20 日分を限度とする。）を乗じて得た

額＜中小建設事業主＞ 

 

★ P454 表の下、「受給のポイント」の下に以下の文章を挿入 

 

１、若年者に魅力ある職場づくり事業コース（事業主団体経費助成）  

 

受給できる中小建設事業主団体  

「若年者に魅力ある職場づくり事業」を実施する次のいずれかに該当する中小建設事業主団

体です。また、同事業の実施にあたり、事業推進委員会を設置するとともに、事業推進員を

置くことが必要です。  

都道府県団体 

・一の都道府県の地域におけるものであること 

・構成員の数が 15以上のものであって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数がおお む

ね 100人以上のものであることなど  

 

全国団体  

・全国的な規模で組織されているものであること  

・連合団体にあっては、おおむね、都道府県の区域を単位として設立された団体で構成 さ

れるものであって、特定の職種に係るものであることなど 
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地域団体 

・構成員の数が 15以上のものであって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数がおお む

ね 100以上のものであり、都道府県団体および全国団体に該当しないもの又は 

・構成員の数が 10以上のものであって、事業内容が学校等の学生等又は教員を対象とす る

ものであり、当該学校等関係者を事業推進委員会の構成員とするもの  

 

事業推進委員会とは? 

 

支給対象となる中小建設事業主団体（以下「対象中小建設事業主団体」という）の構成事業

主等によって構成され、若年者に魅力ある職場づくり事業の企画および立案を行うことを目

的とする委員会です。  

 

事業推進員とは? 

雇用管理に関して専門的な知識・経験を有するとして対象中小建設事業主団体の長が認める

者。助成金の対象となるのは、対象事業主団体の年間の常勤職員の所定労働時間の６割以上、

若年者に魅力ある職場づくり事業の業務に従事する場合のみ  

 

２. 若年者に魅力ある職場づくり支援事業 （事業主経費助成）  

 

「若年者に魅力ある職場づくり支援事業」とは、若年労働者の入職や定着を図ることを目的

として実施する事業で、事業実施期間は最長で事業計画を提出した年度の末日（3月 31日）

までとなります。（①の事業は必須、かつ④～⑩のいずれかの事業を必ず実施することが必

要）なお、その目的に対する数値を用いた効果予測を事前に行い届け出るとともに、事業実
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施後の数値を用いた効果検証と、構成事業主の 50%または 100事業主のいずれか低い方を対

象に入職率と離職率の調査を行い、年度末までに報告することが必要です。 

 

事業計画策定事業・調査  

①事業推進委員会を開催し、事業の実施の具体的な計画の策定等のために必要な事項を検討、

効果検証する事業  

②若年者に魅力ある職場づくり事業を行うため、雇用管理の改善についての課題を把握 す

るための調査事業  

③ 若年者に魅力ある職場づくり事業の効果を検証するための調査事業 入職・職場定着事業  

④建設事業の役割・魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業 講習会、

加工技術等の体験会等  

⑤技能の向上を図るための活動等に関する事業 入職内定者への教育訓練、新規入職者への

研修会等  

⑥評価・処遇制度等の普及 評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金体系制度、諸手当制度

等の導入等  

⑦労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業 安全衛生管理計画の作成等  

⑧労働者の健康づくり制度の普及等に関する事業 人間ドック受診制度、生活習慣病予防検

診等  

⑨技能向上や雇用改善の奨励に関する事業 優良な技術者・技能者に対する表彰制度等  

⑩雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業 雇用管理研修また

は職長研修の実施  

 

対象となる経費は以下の通りです。 
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★ P454 表の下、「受給のポイント」の下に以下の文章を挿入 

建設広域教育訓練コース（施設設置等経費助成） 

 

１. 受給できる職業訓練法人 建設工事における作業についての広域的な職業訓練を実施す

る職業訓練法人で、認定訓練の実施に必要な職業訓練施設または職業訓練設備の設置・整備

を行う職業訓練法人  
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２. 主な支給要件 職業訓練法人が次のすべての職業訓練施設設置等事業を行うこと。 

（１）職業訓練施設の要件  

・実施する認定訓練の訓練生の数に応じた規模の職業訓練施設を設置または整備すること  

・職業訓練施設の設置または整備後も適正な数の訓練生を確保する見込みがあること  

・職業訓練施設を設置または整備するための土地を確保していること  

・耐火構造かこれに準ずる構造で、建築基準法に基づく措置がとられるものであること  

 

（２）職業訓練設備の要件 集合して行う職業訓練の学科または実技の訓練に必要な設備を

設置または整備すること （３）用途変更禁止の期間 助成対象となった職業訓練施設などに

ついて、施設については最大 47年間、設備については種類ごとに定める期間、支給要件を

著しく逸脱した用途に使用することはできません。 また、この期間中には、別に定める「職

業訓練施設等使用状況報告書」の提出が必要となります。これに違反した場合には、支給し

た助成金の全部または一部を返還していただきます。 

 

計画の届出の手続 

建設労働者確保育成助成金〔建設広域教育訓練コース（施設設置等経費助成）〕計画届およ

び同計画裏面に記載された所定の書類などを職業訓練施設設置等事業を実施しようとする

日の１ヵ月前までに、管轄都道府県労働局に提出してください。  

 

支給申請の手続  

建設労働者確保育成助成金〔建設広域教育訓練コース（施設設置等経費助成）〕支給申請書

及び同申請書裏面に記載された所定の書類などをこの事業が終了した日の翌日から起算し

て２ヵ月以内に、管轄都道府県労働局に提出してください。 新分野教育訓練コース（経費・

賃金助成）  
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１. 受給できる中小建設事業主 次のすべてに該当する中小建設事業主です。 

 

・Ａの中小建設事業主であること  

・建設事業以外で、現に営んでいない分野の事業を新たに開始し、対象訓練が終了した翌日

から１年以内に新分野事業に必要な許認可の取得または売上が計上されるなど、新分野事業

を営む実態を有するものであること（以下「新分野事業進出」という） 

・雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練（Off-JT に限る）

に関する計画を作成し、計画に基づき、教育訓練を有給で行うこと  

・対象訓練を終了した翌日から１年以上継続して対象労働者を新分野事業への進出準備およ

び進出後の業務に従事させるために雇用することが確実であること  

 

２. 算定の対象となる建設労働者 教育訓練を開始する前日から起算して 1年以上継続して

常時雇用される建設労働者で、１年以上継続して雇用保険の被保険者であること。ただし、

対象事業主に常時雇用される労働者数の４分の１が上限となります。  

 

３. 助成の対象となる教育訓練 事業主向け  

（１） 教育訓練の内容が、新分野事業に従事するために必要なものであること  

（２） 教育訓練の時間が、合計 10時間以上であること 

（３） 所定労働日の所定労働時間内に行われることが望ましいこと  

（４） 教育訓練の内容に関連する職種について次のいずれかに該当する講師等が直接指導

するものであること  

・職業訓練指導員免許を有する者  

・１級の技能検定に合格した者  

・実務経験が７年以上あり、これらの者と同等以上の能力を有する者  
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（５） 教育訓練の実態が、次のいずれかに該当するものであること  

・事業所内訓練は、対象労働者を通常の職場の業務に就かせたままで行うものでないこと  

・事業主が以下の事業所外の教育訓練施設などにおいて行うものであること  

（イ）公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、認定職業訓練を行う施設など 

（ロ）大学、専修学校、各種学校  

（ハ）その他職業に関する知識、技能または技術を習得させ、または向上させることを 目

的とする教育訓練を自ら主体的に実施する団体  

 

教育訓練を自ら主体的に実施する」とは、委託先である団体または事業主が、委託契約の全

部を一括して第三者に委託することなく、カリキュラムの作成業務、講師の手配についての

業務など教育訓錬の主要な項目について自ら実施することをいいます。  

 

（６） 教育訓練を受講させる対象労働者から受講料を徴収しないこと  

（７） 教育訓練を受けさせる期間は、対象労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払

われる通常の賃金の額以上の額の賃金を支払うものであること。  

 

★ １９、経済産業省の補助金  

●法改正追補＝2014.２＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

創業促進補助金公募のご案内    ものづくり・商業・サービス革新補助金公募 

 

★ P494 下から 5行目 「創業補助金」以下に訂正 ⇒「創業促進補助金」 

 

★一番下 「※この内容は第 3回目のものです」⇒削除 
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★ P495 3，4 行目 ①補助対象者の「新たに創業するもの」「中小企業・小規模事業者」

を以下のように訂正 

 

「新たに創業するもの」⇒ ①会社、個人、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人（※） 

「中小企業・小規模事業者」⇒ ②会社、個人、特定非営利活動法人（※） 

 

※中小企業者の振興に資する事業を行う者であって、以下のいずれかを満たすこと 

ア）中小企業者と連携して事業を行うもの 

イ）中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立したもの 

（社員総会における表決議の二分の一以上を中小企業者が有しているもの。） 

ウ）新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、

有給職員を雇用するもの 

★ 16～18行目 「補助額」について、全体を以下の文言に差し替え 

⇒ 一律 200万円が上限 

 

★下から 6行目 「補助対象経費」について、以下の項目を追加 ⇒「・外注費 」 

 

★下から 5行目 「小規模事業者活性化補助金」以下のように変更 

⇒「ものづくり・商業・サービス革新補助金」 

 

★一番下 「募集は平成 25年 8月 16日終了しました」⇒ 削除 

 

★ P496 12行目 ② 補助額 全体を以下の文章に差し替え 
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通常で 1,000万円の補助（補助率：2/3等）が出ます。  

① 試作品・新商品の開発や生産プロセスの改善、新しいサービスや販売方法の導入  

② 金融機関から借入を行い老朽化に対処した大規模設備投資  

③ 取引先の事業所の閉鎖・縮小の影響を受け、設備投資等 

 

・特定分野（医療・環境・エネルギー分野など）への投資に対しては、補助上限を引き上げ

た 1,500 万円の補助が可能。 ・小規模事業者のみに利用可能な特別枠（700 万円の補助）

があります。  

・中小企業・小規模事業者が連携して試作品等を開発する取組では企業数に応じて（5社を

上限）補助上限を引き上げます。 

・補助金の採択にあたっては、賃上げ実施企業を優先的に採択します。 

 

★ ２２、東日本大震災の特例  

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

被災者雇用開発助成金 改正 

 

★ P507 20行目以降、以下の文章を追加 

⇒ ①～③の要件を満たし、かつ、次の(イ)(ロ)のいずれにも該当する方 

(イ)震災発生日から平成 26年 3月 31日までにハローワーク等で求職活動を行った方 

(ロ)平成 27年 3月 31日までに雇い入れられた方 

警戒区域等に居住していた方は、①～③の要件を満たしていれば、平成 26年 3月 

31日以前と変わらず助成の対象となります。 
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★ 25行目以降、以下の文章を追加 

⇒ 助成の対象とはなりません。ただし震災発生時に福島原発関連区域（原発事故に伴う警

戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域等）に居住しており、震災後、安定した職業に

ついたことがない方は引き続き対象になります。 

 

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

（１）キャリア形成促進助成金（東日本大震災に伴う特例措置）の見直し 

★ P508 下から 4行目以降、 P509 上から 4行目まで ⇒ 削除 

★ P509 下から 3行目以降⇒ 削除 

 

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

雇用調整助成金の教育訓練の特例廃止 

 P506 下から 4行目～P507 13行目まで ⇒ 削除 

 

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

★Ｐ509 下の余白 以下の一文を追加 

建設労働者確保育成助成金  

被災三県（岩手県、宮城県、福島県）については、技能実習（経費助成）コースの助成率を

10割に拡充。     

以上 


