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平成 26年 6月 

愛読者各位 

労務管理事務所 新労社 

特定社会保険労務士 深石 圭介 

４訂版『すぐにもらえる！雇用関係助成金 申請・手続マニュアル』

追補版 

 

読者の皆様には大変お世話になっております。 

本書の内容は、原則として平成 25年 12月 1日時点で最新のものを解説しております。そ

れ以降、平成 26年 6月 30日までに明らかになった、改正等による内容の変更に関して、

追補版を出させていただきました。本追補版の下記の箇所をご修正の上、ご使用くださいま

すようお願い申し上げます。なお、書式の差し替えにつきましては、一部以外、除外しまし

た。検索サイトで書類名で最新のものをダウンロードしていただくよう、お願い申しあげま

す。その１（14ページ）、その２（19ページ）、その３（18ページ）まであります。 

 

記 

 

★ 序章 アンケートと助成金一覧  

●法改正追補＝2014.1.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給要件が緩和されました 

★ P21 6行目以降、以下の文章を挿入 

⇒運営費の支給要件が以下のように緩和されました。 

・利用者は、自社または他社の従業員であって雇用保険被保険者であること 

・１カ月の施設開設日のうち、自社の従業員（雇用保険被保険者）が１人以上利用 

している日数が半数以上あること 
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・雇用保険被保険者以外の利用が、施設定員の半数以下であること 

［平成 24年 10月 31日以後に認定申請を行い、認定を受けた事業主・事業主団体などには

上記要件に加えて適用］ 

・１日に保育する乳幼児の平均数が、施設定員の 60%以上（中小企業は 30%以上） 

 

●法改正追補＝2014.2.10＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）の対象地域の拡大 

★ P29 下から 13行目 以下の一文を追加 

平成 25年度補正予算成立後より対象地域に 7府県（埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三

重県、京都府、兵庫県）が追加されました。対象にならない都府県は、東京都、大阪府、神

奈川県のみです。なお、30人以下の企業は支給率が 4分の 3になります。 

 

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

両立支援助成金の休業中能力アップコースは廃止される予定です 

★ P15表 一番右のセル（概略のみ解説） 5、6，7行目 

両立支援助成金（休業中能力アップコース）⇒削除 

★ P18 下から 5行目～P19 17行目まで。⇒削除 

 

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

在宅就業支援団体等活性化助成金は廃止。 

★ P15表 一番右のセル（概略のみ解説） 下から１，２行目 

在宅就業支援団体等活性化助成金 ⇒削除 

★ P27 上から 13行目～P28 16行目まで。⇒削除 

 

●法改正追補＝2014.4.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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両立支援助成金 ポジティブ・アクション能力アップ助成金の創設 

★ P15表 一番右のセル（概略のみ解説） 5行目以降、以下の助成金名を追加 

⇒ ○ポジティブ・アクション能力アップ助成金 

★ P21 6行目以降、次の文章を挿入 

⇒ ポジティブ・アクション能力アップ助成金  

・どんな助成金？ 

女性がスキルアップを図りつつ活躍できるためのポジティブ・アクションとして、「女性の

職域拡大」「女性の管理職登用等」のための研修に取り組む事業主に対する助成金です。  

・いくらもらえる？ 

支給額 一企業当たり中小企業３０万円（大企業１５万円） 

（他の現行制度・拡充予定の制度との併給調整あり）  

・受給のポイント 

講習時間等：社内研修の場合は一の研修について５日以上実施、1日当たりの講習時間は６

時間以上  

・ 受給までの流れ 

1,ポジティブ・アクションとして「女性の職域拡大」、「女性の管理職登用等」に向けた取組

として、いずれかの数値目標を設定  

☆目標の例：女性の課長職を○年○月○日までに○人から○人以上に増やす。  

↓  

2,「ポジティブ・情報ポータルサイト」の「ポジティブ・アクション応援サイト」または「女

性の活躍推進宣言コーナー」に数値目標を含む内容または宣言を掲載  

↓  

3,「女性の職域拡大」「女性の管理職登用等」に必要とされる能力を付与する為の一定の研

修プログラム(ポジティブ・アクションプログラム）を作成  

↓  
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4,プログラムに沿って、4月 1日以降 6カ月以上の研修を実施し、目標を達成した場合、助

成金を支給  

☆一定の要件を満たすポジティブ・アクションプログラムの例 (ＯＦＦＪＴのみ） 

○ 管理職登用に向けての資格取得研修 

○ 子育てしながら管理職を目指す女性を支援する研修 

○ 労働者向け研修 

・仕事と家庭の両立をしながらキャリアアップをするための取組事項に関する研修 

・社外や社内の別の職種への「短期業務研修」  

○ 子育てする女性を部下に持つ管理職向け研修  

○ 社内におけるメンター・ロールモデル育成研修  

○ 中間管理職に対する研修  

☆ 助成対象とならない研修の例  

○ 趣味・教養を身につけることを目的とするもの  

○ 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの 

 

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

事業所内保育施設設置・運営等支援助成金と病院内保育所運営事業等の新たな併給調整。 

 

★ P21 6行目以降、以下の文章を挿入 

⇒平成 26年４月１日以降に設置して運営を開始（又は増改築して運営を再開）する保育施

設については、事業所内助成金の設置費、増築費を受給した場合、以後、病院内保育所施設

整備事業及び病院内保育所運営事業による補助（以下「病院内保育所の補助」といいます。）

を受けることができません。 

 

平成 26年４月１日以降の運営に係る経費について、事業所内助成金の運営費を受給した場
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合、以後、病院内保育所の補助を受けることができません。 

 

逆も同様に、平成 26年度以降、病院内保育所の補助を受けた保育施設については、事業所

内助成金の支給を受けることはできません。  

 

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

精神障害者等雇用安定奨励金 助成対象の拡充 

★ P25 やや上の表 [１]～[５]の下に、[６]を新設 

[６] 精神障害者本人によるストレスケアの講習の受講の経費：助成率対象経費の 1/2相当：

上限額 25万円 

 

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

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の見直し 

★ P24 12行目 「ハローワークまたは地方運輸局」を以下の通り訂正 

⇒ ハローワークまたは地方運輸局、民間の人材紹介会社等 

 

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

重度知的・精神障害者職場支援奨励金の見直し 

★ P26 下から 12行目 「最大 2年間」を以下の通り訂正 

⇒ 最大 3年間 

 

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

労働時間等設定改善推進助成金の改正 

 

★ P21 18～19行目 （限度額 400万円）を以下のように訂正 
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⇒ （限度額は規模により 200～2,000万円）。 

 

★ 25～26 行目 「上乗せ助成は、25 歳から 39 歳までの労働者が傘下の起業に相当数勤

務」を削除し以下のように訂正 

⇒ または、建設業・情報通信業・運輸業・宿泊業・医療業の団体であること。 

 

★ P22 6行目以降、以下の文章を挿入 

⇒ なお、医療業については実施体制の整備以外に、以下のどれか 1つを必須とします。 

・年次有給休暇を取得しやすい環境の整備  

・所定外労働の削減 

・労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定  

 

●法改正追補＝2014.10.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

中小企業両立支援助成金・育休復帰支援プラン助成金の創設 

 

★ P15表 一番右のセル（概略のみ解説） 5行目以降 

中小企業両立支援助成金・育休復帰支援プラン助成金⇒挿入 

 

★ P18 下から 5行目以降、以下の文章を挿入  

⇒中小企業両立支援助成金・育休復帰支援プラン助成金  

 

○女性の職域拡大、管理職登用等に必要とされる能力の付与のための一定の研修プログラム

を作成・実行し目標を達成した事業主への助成金です。 

 

⇒どんな助成金？ 中小企業に配置された「育休復帰プランナー」による支援のもと「育休
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復帰プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休を取得した場合、及び当該育休取得者が

復帰した場合に 中小企業事業主に支給します。  

 

⇒いくらもらえる？ 支給対象事業主１回当たり３０万円 １企業当たり２回まで  

１回目：プランを策定し、育休取得した時 

 ２回目：育休者が職場復帰した時 

 

★ 1 キャリア形成促進助成金 

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

キャリア形成促進助成金「育休中・復職後等能力アップコース」の創設  

キャリア形成促進助成金「団体助成等コース」の創設 

 

★ P34 下から 10行目以降の文章を以下のように訂正 

「原則として対象は中小企業の事業主ですが、」 

⇒「原則として対象は中小企業の事業主ですが、成長分野人材育成コース、グローバル人材

育成コースでは、大企業も対象になります」 

 

★ P35 上の表 上から 7段目に以下のセル 2つを追加・挿入。 

真ん中のセル⇒７．育休中・復職後等能力アップコース  

右のセル⇒育児休業中や復職後の能力アップのための訓練や妊娠・出産・育児等により離職

していた者の再就職後の能力アップのための訓練に対する助成コースです。被災地以外の大

企業でも受給可能です。 

 

★  P35 上の表 上から 8段目に以下のセル 3つを追加 

左のセル⇒団体等実施型 
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真ん中のセル⇒団体助成等コース 

右のセル⇒事業主団体等に訓練経費の一部を助成します。賃金助成はありません。 

 

下の表 「被災地以外」「中小企業」のセルの横の右 

⇒「被災地以外」「大企業」のセルを追加。以下の 3つのセルはそれぞれ上から、 

⇒1/3・400円・600円 

 

 

★ P36 8行目からの表をそれぞれ以下のように訂正 

３００時間未満・５万円、 

３００時間以上６００時間未満・１０万円、 

６００時間以上・２０万円 

⇒ 

政策課題対応型訓練のうち、「育休中能力アップコース、成長分野人材育成コース、グロー

バル人材育成コース」 

 ２０時間以上１００時間未満・１５万円（大企業１０万円） 

 １００時間以上２００時間未満・３０万円（大企業２０万円） 

 ２００時間以上・５０万円（大企業３０万円） 

上記以外の訓練 

 ２０時間以上１００時間未満・７万円 

 １００時間以上２００時間未満・１５万円 

 ２００時間以上・２０万円 

 

★ P39 上から 6行目 以下の一文を追加 

⇒または、海外の大学等で実施する訓練も含めるものであること。 
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★ P41 17行目以降 以下の文章を追加 

⇒８、育休中・復職後等能力アップコース  

【基本要件】 

3カ月以上休業し、復帰して１年以内の女性であること 

育休中の間、復職後、再就職後の能力アップの関連講習を受けること 

 

９、団体助成等コース 

【基本要件】 

支給額 経費の２分の１ 

傘下の企業に就職した ・・・ 

○若年労働者（３５歳未満）を対象とした実践的な訓練、または、  

○熟練技能者による技能継承のための訓練等を実施すること。 

 

★P47 下から 11行目～10行目 「※平成 25年 12月現在～提出することも可能です」 

⇒削除 

 

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

日本再生人材育成支援事業廃止 

★ P50 真ん中の表 上から 10行目 以下のように訂正 受付停止⇒廃止  

   

●法改正追補＝2014.10.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

キャリア形成促進助成金 政策課題対応型訓練 中長期キャリア形成コースの創設 

★Ｐ35 表を以下のものに差し替え 
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★ 2 キャリアアップ助成金 

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

キャリアアップ助成金の拡充 

 

★ 正規雇用等転換コース 

P85 上から３行目「正規雇用等転換」 右から３番目（中小企業）、２番目のセル（大企業） 

数字を以下のように訂正 

 

右から３番目のセル（中小企業）有期→正規１人あたり ４０万円 ⇒ ５０万円 

               無期→正規１人あたり ２０万円 ⇒ ３０万円 

      以下の項目を追加 派遣→正規１人あたり ６０万円 
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２番目のセル（大企業）    有期→正規１人あたり ３０万円 ⇒ ４０万円 

               無期→正規１人あたり １５万円 ⇒ ２５万円 

      以下の項目を追加 派遣→正規１人あたり ５０万円 

 

★ 人材育成コース 

P85 上から 6行目「人材育成」 右から３番目（中小企業）、２番目のセル（大企業） 

数字を以下のように訂正 

 

右から３番目のセル＜OFF‐JT＞ 経費助成  上限２０万円 ⇒ ３０万円 

   ２番目のセル（大企業） 経費助成 上限１５万円 ⇒ ２０万円 

 

★ P85 上から 23行目「短時間正社員」 右から 3番目のセル（中小企業）、２番目のセ

ル（大企業）数字を以下のように訂正  

 

右から３番目のセル（300人を超えない中小企業）２０万円 ⇒ ３０万円 

   ２番目のセル（300人を超える大企業）  １５万円 ⇒ ２５万円 

 

★ Ｐ87 13行目 「10人まで支給されます」以下のように訂正 

⇒ 「15人まで支給されます。ただし有期→正規と、無期→正規のみ。有期→無期は 10

人まで」 

 

★ P96 一番下「賃金テーブルを３％以上増額改定し」を以下のように訂正 

⇒ 「賃金テーブルを２％以上増額改定し」 
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●法改正追補＝2014.3.31＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本再生人材育成支援事業廃止 

★ P116 上の表 、上から 1行目、右のように訂正 受付停止⇒廃止  

 

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

キャリアアップ助成金（人材育成コース）の拡充 

★ P85 受給額の表 人材育成のところ、上から４段目以降に次のセルを追加 

コース名：人材育成  

内容：派遣先事業主と派遣元事業主の紹介予定派遣の訓練 

 

中小企業： 

・OFF-JT（賃金助成） 

 1 人 1 時間あたり 800 円 

・OFF-JT（経費助成） 

 1 人当たり次の額（実費が次の額を下回る場合は実費を限度） 

 100 時間未満 10 万円 

 100 時間以上 200 時間未満 20 万円 

 200 時間以上 30 万円 

・OJT（実施助成） 

 1 人 1 時間あたり 700円 

 

大企業： 

・OFF-JT（賃金助成） 

 1 人 1 時間あたり 500 円 

・OFF-JT（経費助成） 
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 1 人当たり次の額（実費が次の額を下回る場合は実費を限度） 

 100 時間未満 7 万円 

 100 時間以上 200 時間未満 15 万円 

 200 時間以上 20 万円 

・OJT（実施助成） 

 1 人 1 時間あたり 700 円 

 

★ P95 一番下、以下の文章を追加 

[派遣労働者の訓練] 

派遣先事業主と派遣元事業主が共同して訓練実施計画を作成し、派遣先事業主が紹介予定派

遣で受け入れる派遣労働者を、訓練終了後に自社の正規雇用労働者として雇用することを目

的に、派遣先事業所内での実習（OJT）と座学（OFF-JT）を組み合わせた訓練を実施する

場合に、派遣先事業主と派遣元事業主に訓練に要した費用の一部を助成する。 

 

●法改正追補＝2014.10.1＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

キャリアアップ助成金（人材育成コース）の支給対象、限度額の拡大 

 

★ P95 14行目 次の一文を訂正 

次の（１）～（６）までのいずれにも該当する事業主であること 

⇒次の（１）～（６）までのいずれにも該当するか、または（３）に代えて（７）に該当し、

他の（１）（２）（４）（５）（６）に該当する事業主であること。 

 

[支給対象事業主]の一番下に以下の一文を追加 

（7）「キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練（専

門実践教育訓練を活用したものに限る。）を受けされる事業主」 
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★ P85 受給額の表 人材育成のところ、上から 4行目、経費助成は以下のように訂正 

 

経費       中小企業：100時間未満            10万円（7万円） 

          中小企業：100時間以上 200時間未満     20万円（15万円） 

          中小企業：200時間以上          30万円（20万円） 

 

⇒ 

経費       中小企業：100時間未満           15万円（10万円） 

          中小企業：100時間以上 200時間未満    30万円（20万円） 

          中小企業：200時間以上          50万円（30万円） 

    以上 

10月 1日以降の表は以下の通りです。 

 


