
③キャリアアップ計画
正規雇用労働者に転換する前日まで
に「キャリアアップ計画※」を作成・
提出していること。

※キャリアアップ計画は、労働者のキャ
リアアップに向けた取り組みを計画的に
進めるための、今後の大まかなイメージ
を記載した計画です。

都道府県労働局・ハローワーク

「キャリアアップ助成金」を活用して
従業員を正社員化しませんか?

さらに「人材開発支援助成金」の併用で金額が加算されます

事業主のみなさまへ

キャリアアップ助成金の「正社員化コース」とは?
有期雇用労働者等※を正規雇用労働者に転換または直接雇用した
場合に、事業主に対して助成を行う制度です。
※無期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、いわゆる「非正規雇用労働者」を
指します。

助成金の金額

助成金の給付条件

正社員化コースの一人あたりの助成額は以下のとおりです。

有期雇用労働者 無期雇用労働者

中小企業 57万円 28万5,000 円

大 企 業 42万7,500 円 21万3,750 円

転換 前 の
雇用 形 態

企業規模

• １年度１事業所あたりの支給申請上限人数は20人です。
• 生産性の向上が認められる場合には上記金額の約25％が上乗せされます。
• 措置によっては加算が受けられる場合があります。

助成金の受給には以下の３つの条件を満たす必要があります。

キャリアアップ助成金について

金額の加算措置については裏面へ

年間10万人
以上が利用!

① 制度の規則化
正規雇用労働者に転換する制度を
就業規則などに規定していること。

②賃金アップ
転換後６か月間の賃金を、転換前
６か月間の賃金より３%以上増額
させていること。

LL040915 No.９



都道府県労働局・ハローワーク

「人材開発支援助成金」も一緒に活用すると
正社員化コースの助成金額が加算されます

人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正規雇用労働者に転換する
と助成金額が加算されます。対象の訓練は以下のとおりです。

人材開発支援助成金とは?

助成金額加算の条件

一人あたりの加算金額

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して
職務に関連した訓練を行った場合に、受講料などの訓練経費
や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

人材開発支援助成金について

 「特別育成訓練コース」の一般職業訓練または有期実習型訓練

 「人への投資促進コース」のうち以下の訓練
• 定額制訓練
• 自発的職業能力開発訓練
• 高度デジタル人材等訓練（高度デジタル人材訓練と成⾧分野等人材訓練）
• ⾧期教育訓練休暇等制度（⾧期教育訓練休暇制度と教育訓練短時間勤務等制度）
を活用し、労働者が自発的に取り組んだ訓練

 「特定訓練コース」の労働生産性向上訓練のうち、IT技術の知識・技能を習得
するための訓練（ITSSレベル２）

有期雇用労働者 無期雇用労働者

中小企業・大企業 9万5,000 円 4万7,500 円

転換前 の
雇用形 態

企業規模

キャリアアップ助成金の申請方法や助成額など制度の詳細は、
都道府県労働局または最寄りのハローワークまでお問い合わせください。

例:中小企業で働く有期雇用労働者が、人材開発支援開発支援助成金の特定の
訓練を修了後に正規雇用労働者に転換した場合の一人あたりの助成金額

57万円
（助成額）

9万5,000円
（加算額） 66万5,000円＋ ＝

人への
投資!

LL040915 No.９
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目的 対 象 事 業 対 象 内 容 

テレワーク
の導入 

◇在宅勤務のテレワークシステムの導入 
自宅設置用パソコン、タブレットの購
入費、周辺機器の購入費用 

 
◆在宅勤務以外のテレワークシステ
ムの導入 
テレワーク用のモバイルパソコ
ン、タブレット、周辺機器の購入
費用 

 
◆ネットワーク設定等の初期費用 
 
※パソコン・タブレットの購入費は 
1 台 15 万円を補助対象の上限とする。 

 
 

 

◆テレワーク勤務のため借り上げる
コワーキングスペース等の借上料
※初期費用と最初の３ヶ月分を対
象とする。 

 

多様で柔軟な働き方を推進するため、テレワーク環境を整備する 
中小企業（企業全体の従業員が 300 人以下）に助成金を支給します。 

対象事業 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)推進のために必要と認められる
ものに限ります。 

対象経費の 1／2 以内（上限 200 万円） 支給額  

 TEL   078-381-5277  

FAX   078-381-5288 

E-mail  info@hyogo-wlb.jp 

開館   月～金曜   
9:00～17:00 
(祝休日、年末・年始を除く) URL  https://www.hyogo-wlb.jp/ 

〒650-0011 神戸市中央区下山手通 6-3-28  

兵庫県中央労働センター1F  

公益財団法人 兵庫県勤労福祉協会 

ひょうご仕事と生活センター 

 

 

 

 

在宅勤務等の整備に伴う備品購入、工事等 

環
境
整
備 

 

 

事

業

主 

助成金 

テレワーク導入支援助成金 
 

 

申請受付・問い合わせ先 

自宅設置パソコン 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）推進 

テレワーク用 
タブレット 

ネットワーク 

 

コワーキングスペース 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://chubu631.jp/img/ae284f04d19a1ea41614aa3ccbac92cb.png&imgrefurl=https://chubu631.jp/oyakata-korona/oyakata-korona-kyufu/&tbnid=ub65vkxs5nerGM&vet=10CA8QMyi9AmoXChMI4PGh9pCB7wIVAAAAAB0AAAAAEAQ..i&docid=z453htqm7ZiONM&w=1200&h=630&q=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E7%84%A1%E6%96%99&ved=0CA8QMyi9AmoXChMI4PGh9pCB7wIVAAAAAB0AAAAAEAQ
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://www.civillink.net/fsozai/sozai/desktop2.jpg&imgrefurl=https://www.civillink.net/fsozai/pc.html&tbnid=oj5vABMl9pApiM&vet=12ahUKEwiAufKW-fzuAhUNBaYKHWVYAfQQMyhIegQIARBf..i&docid=RnF-bP3eFT_R_M&w=194&h=170&q=%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E7%84%A1%E6%96%99&ved=2ahUKEwiAufKW-fzuAhUNBaYKHWVYAfQQMyhIegQIARBf
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://illust8.com/contents/10356&psig=AOvVaw1h0IFG-GmTYSGHmyn2fOP-&ust=1614215463309000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDRyb6rge8CFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://2.bp.blogspot.com/-NjrRuQ-m5WY/WEVonJM2RLI/AAAAAAABAOc/Sjv1zx-nwnAvZgHd6djoFeanlfxo-bWDACLcB/s800/tablet09_woman.png&imgrefurl=https://www.irasutoya.com/2016/12/blog-post_554.html&tbnid=86OVFDINlenAUM&vet=10CNwBEDMoxwFqFwoTCOi_kceuge8CFQAAAAAdAAAAABAC..i&docid=StXu2GCeQUeE1M&w=429&h=800&q=%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E7%84%A1%E6%96%99&ved=0CNwBEDMoxwFqFwoTCOi_kceuge8CFQAAAAAdAAAAABAC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支 給 要 件 
チ ェ
ック 

１ 「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言※」の宣言企業である  

２ 
常時雇用する労働者（期間の定めのない又は 1 年以上の雇用契約で、かつ 1 週間の所定労働時間が 30
時間以上）が、企業全体で 300 人以下である 

 

３ 
従業員の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス）の推進を目的として、対象事業を実施する予
定の兵庫県内の事業所である 

 

４ 雇用保険の適用事業主である  

５ 申請する助成対象経費について、国等の助成金等の支給を受けて(受けようとして)いない  

６ 過去 3 年間に労働関係法令に関する重大な違反がない  

７ 
過去 3 年間に悪質な不正行為により、国、地方自治体から本来受けることのできない助成金等(委託料
を含む)を受け、又は受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていない 

 

８ 
風営法第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第 11 項に規定する接客業務受託営業の
うち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でない 

 

９ 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等でない  

10 県税の滞納がない  

11 暴力団又はその統制下の団体でない  

12 
本助成金の受給は、1 企業あたり同一年度中に「仕事と生活の調和推進環境整備支援助成金」との合計
が 2 件かつ 200 万円以内である 

 

ひょうご仕事と生活センター 

キャラクター「WLB７」 

詳細はひょうご仕事と

生活センタ－のホームペ

ージをご覧ください。 

「助成金申請の手引き」

及び「提出書類の所定様

式」はホームページからダ

ウンロードできます。 

   

 

② 支給申請書（様式第 1 号）  

※事業着手日の２週間前までに提出 

ひ
ょ
う
ご
仕
事
と
生
活
セ
ン
タ
ー 

申

請

事

業

主

 

  ③支給決定通知書（様式第２号） 

 ④助成事業の実施 

 

※事業完了後 30日以内に提出  

  

 ⑦ 振込 

 ① 事前相談 

※事業着手日の 1～2か月以上前を目途に 

2022年 4月作成 

支給対象事業者 助成金の支給を受けようとする事業者は、次の 1から 12のすべてに該当する

ことが要件です。 

手続きの流れ 支給申請書は、備品購入日（工事を伴う場合は工事開始日）の２週間前までに提出

してください。すでに備品購入していたり、完了している場合は申請できません。 

※「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」とは・・・ひょうご仕事と生活センターで実施している登録制度です。従業員の仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）に取組むことを内外に宣言するため「宣言書」を提出し、登録を受けた個人事業主や企業が「宣言企業」です。 

当センターでは、宣言企業に対してワーク・ライフ・バランスの取組みを支援しています。詳しくは HP をご覧ください。 

 
 

⑧利用状況報告書の提出 

 

 ⑤実績報告書 （様式第 8 号） 
 

 

② 支給申請書 （様式第 1 号） 

 

請求書（様式第 10 号） 

 ⑥支給額の確定通知書（様式第 9 号）

号） ※交付決定額と同額の場合は省略 

  事前訪問を行いヒアリング実施 
※在宅勤務以外のテレワークシステム導入の場合 

 

 

※実績報告書提出後 6か月間の利用状況を報告 



令和４年度「働き方改革推進支援助成金｣
労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内

令和２年４月１日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。

このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に

取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイスで
業務内容を抜本的に見
直すことができ、効率
的な業務体制などの構
築につながった。

助成金

による

取り組み

企業の

課題

改善の

結果

新たに機械・設備を
導入して、生産性を
向上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器な
どを導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する

都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

記録方法を台帳から
ICカードに切り替え
たことで、始業・終
業時刻を正確に管理
できるようになり、
業務量の平準化につ
ながった。

新たな機器・設備を
導入して使用するよ
うになったところ、
実際に労働能率が増
進し、時間当たりの
生産性が向上した。

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

業務上の無駄な作業
を見直したいが、何
をすればいいか分か
らない！

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://jgrants.go.jp/）

https://jgrants.go.jp/


上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成
対象となる取り組みの実施に要した経費の一部
を支給します。【助成額最大490万円】

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が終了した日

から起算して30日後の日または２月10日（金）

のいずれか早い日となります。）

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
（事業実施は、令和５年１月31 日（火）まで）

「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・
均等部（室）に提出（締切：11月30 日（水））

【Ⅰの上限額】

１． 成果目標①の上限額

以下のいずれにも該当する事業主です。

１．労働者災害補償保険の適用を受ける中小

企業事業主(※1)であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就

業規則等を整備していること。

３．交付申請時点で、右記「成果目標」①から

④の設定に向けた条件を満たしていること。

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

助
成
額

以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下１～３の上限額および４の加算額の合計額

Ⅱ 対象経費の合計額×補助率３／４(※５)

(※５) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対

象の取り組みで⑥から⑦を実施する場合で、その所要額

が30万円を超える場合の補助率は４／５

(※1)中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※2)

② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取り組み

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用
機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※3)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新(※3)

(※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3）原則として、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。

(2022.４)

以下の「成果目標」から１つ以上を選択の上、
達成を目指して取り組みを実施してください。

労働時間短縮・年休促進支援コースの助成内容

対象事業主 成果目標

助成額

ご利用の流れ

助成対象となる取り組み
～いずれか１つ以上を実施～

業種
Ａ

資本または出資額
Ｂ

常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1 億円以下 100人以下

その他の業種 3 億円以下 300人以下

引き上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引き上げ

15万円 30万円 50万円
１人当たり５万円
（上限150万円）

５％以上
引き上げ

24万円 48万円 80万円
１人当たり８万円
（上限240万円）

２．成果目標②の上限額：50万円

３．成果目標③、④の上限額：それぞれ25万円

４．賃金引き上げの達成時の加算額

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数

事業実施前の設定時間数

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月80時間を超
えて設定している事
業場

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月60時間を超
えて設定している事
業場

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間以下に設定

150万円 100万円

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間を超え、月80
時間以下に設定

50万円 ―

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数

を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80

時間以下に設定

② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。

③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。

④ 交付要綱で規定する特別休暇（病気休暇、教育訓練

休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症

対応のための休暇、不妊治療のための休暇）のいずれ

か１つ以上を新たに導入すること。

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月
30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

● 上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当
たりの賃金額を３％以上または、５％以上で賃金引き
上げを行うことを成果目標に加えることができます。



① 第１種（男性労働者の出生時育児休業取得）

202２年度 両立支援等助成金のご案内

厚生労働省・都道府県労働局

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備をしていること。

●男性労働者が子の出生後８週間以内に開始する連続５日以上の育児休業を取得すること。

（※所定労働日が４日以上含まれていることが必要です。）

＜代替要員加算＞

●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。

事業主の皆さまへ

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得

した男性労働者が生じた事業主に支給します。※支給額 < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

※生産性要件や、１事業主当たりの支給回数及び中小企業の範囲など詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください（最終ページ参照）。
※第１種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コースとの併給はできません。

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、以下の取組を支援します!!

職業生活と

家庭生活の

両立支援

おもな
要件

●第１種の助成金を受給していること。

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備をしていること。

●第１種の申請をしてから３事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30％以上上昇し
ていること。

●育児休業を取得した男性労働者が、第１種申請の対象となる労働者の他に２人以上いること。

②第２種（ 男性労働者の育児休業取得率上昇）

仕事と介護の両立支援！

男性の育児休業取得を促進！

仕事と育児の両立支援！

１ 出生時両立支援コース
（子育てパパ支援助成金）

２ 介護離職防止支援コース

３ 育児休業等支援コース

※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース、不妊治療両立支援コースについては、
厚生労働省のホームページをご参照ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする保護者への支援については、

厚生労働省ホームページをご確認ください（最終ページ参照）。

１ 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金） 中小企業事業主のみ対象

支給額

①

第１種 20万円

代替要員加算
20万円

（代替要員を３人以上確保した場合には45万円）

② 第２種

１事業年度以内に30％以上上昇した場合：60万円<75万円>

２事業年度以内に30％以上上昇した場合：40万円<65万円>

３事業年度以内に30％以上上昇した場合：20万円<35万円>

New



「介護支援プラン★」を作成し、プラン

に沿って労働者の円滑な介護休業の取

得・職場復帰に取り組み、介護休業を取

得した労働者が生じた、または介護のた

めの柔軟な就労形態の制度（介護両立支

援制度）の利用者が生じた中小企業事業

主に支給します。

A：介護休業

<休業取得時>

●介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ
労働者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計５日（所定労働日）以上の介護
休業を取得すること。

<職場復帰時>

※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である（休業取得時を受給していない場合申請不可）とともに、休業取得時の要件
かつ以下を満たすことが必要です。

●「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司または人事労務担
当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの
間、雇用保険被保険者として３か月以上継続雇用していること。

おもな
要件

●介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労
働者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労
働者が合計20日以上（＊１，２を除く）利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申
請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

B：介護両立支援制度（介護のための柔軟な就労形態の制度）

２ 介護離職防止支援コース 中小企業事業主のみ対象

・所定外労働の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度

・時差出勤制度 ・法を上回る介護休暇制度＊１

・深夜業の制限制度 ・介護のためのフレックスタイム制度

・短時間勤務制度 ・介護サービス費用補助制度＊２

※A～Cいずれも１事業主１年度５人まで支給。

★介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成
する必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいま
せん。（※介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません。）

＊１，２ 利用期間が利用開始から６か月を経過する日の間に一定の要件を満たすことが必要

C：新型コロナウイルス感染症対応特例

●介護のための有給休暇（新型コロナウイルス感染症対応）について、所定労働日を前提として
20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者
に周知すること。

●対象労働者が介護のための有給休暇（新型コロナウイルス感染症対応）を合計５日以上取得す
ること。

●対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

支給額

Ａ介護休業
休業取得時 28.5万円<36万円>

職場復帰時 28.5万円<36万円>

Ｂ介護両立支援制度 28.5万円<36万円>

Ｃ新型コロナウイルス
感染症対応特例

5日以上10日未満 20万円
10日以上 35万円



※１事業主当たりＡ・Ｂ合わせて１年度10人まで支給（５年間）。

「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者

の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を

取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

※A・Bとも１事業主２人まで支給（無期雇用労働者1人、
有期雇用労働者1人）。

A：育休取得時

●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労
働者へ周知すること。

●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき、対象労働者の育児休業（産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする
場合は、産前休業。）の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対
象労働者に、連続3か月以上の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、
産後休業を含む）を取得させること。

おもな
要件

３ 育児休業等支援コース 中小企業事業主のみ対象

B：職場復帰時

●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実
施すること。

●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当
者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの
間、雇用保険被保険者として６か月以上継続雇用していること。

Ⅰ 育休取得時・職場復帰時

育児休業取得者の業務を代替する労働者を

確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復

帰させた中小企業事業主に支給します。

●育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。

●対象労働者が３か月以上の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後
休業を含む）を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する（A）または代替要員
を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる（B）こと。

●対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険
被保険者として６か月以上継続雇用していること。

おもな
要件

Ⅱ 業務代替支援

※「A：育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。

支給額

Ａ 新規雇用 47.5万円<60万円>

Ｂ 手当支給等 10万円<12万円>

有期雇用労働者加算
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算

9.5万円<12万円>

※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可。

Ⅲ 職場復帰後支援 支給額

制度導入時 28.5万円<36万円>

制度利用時
A:子の看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間
B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3

※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか１回のみの支給。
制度導入のみの申請は不可。

※制度利用は、最初の申請日から３年以内５人まで支給。
１事業主当たりの上限は、A：200時間<240時間>、B：20万円<24万円>まで。

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が

特に困難な時期にある労働者のため、以下

の制度導入などの支援に取り組み、利用者

が生じた中小企業事業主に支給します。

おもな
要件

●育児・介護休業法を上回る「A：子の看護休暇制度（有給、時間単位）」または「B：保育サー

ビス費用補助制度」を導入していること。

●対象労働者が１か月以上の育児休業（産後休業を含む。）から復帰した後６か月以内において、

導入した制度の一定の利用実績（A：子の看護休暇制度 は10時間以上（有給）の取得または

B：保育サービス費用補助制度は３万円以上の補助）があること。

New

支給額

A 休業取得時 28.5万円<36万円>

B 職場復帰時 28.5万円<36万円>



両立支援等助成金 厚生労働省 検 索

◎支給申請書や記載例は、厚生労働省HPからダウンロードできます。
◎その他詳しい支給の要件や手続、生産性要件等については、厚生労働省HPをご参照いただくか、

申請する管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。

2022年３月作成 リーフレットNo.６

小売業（飲食業含む） 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下

サービス業 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下

卸売業 資本額または出資額が１億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下

その他 資本額または出資額が３億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下

 中小企業事業主の範囲は、以下のとおりです。中小企業の範囲

生産性要件について

助成金を申請する事業所において、「生産性要件算定シート」を用いて計算された生産性の伸び率が、「生産性要件」を

満たしている場合、助成金の割増等を行います。詳細は厚生労働省HPをご覧ください。

※なお、事業所内保育施設コースについては平成28年4月から新規計画の認定申請受付を停止しています。
企業主導型保育事業（内閣府）による助成制度をご参照ください。

★「介護支援プラン」「育休復帰支援プラン」について

労働者の介護休業や育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。
・プランの作成の際には、厚生労働省HPに掲載している「介護支援プラン策定マニュアル」
「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。

・プラン策定のノウハウを持つ「仕事と家庭の両立支援プランナー」が中小企業に訪問
し、プラン策定支援を無料で行っています。詳細はHPをご覧ください。

厚生労働省 両立プランナー 検 索

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により
子どもの世話をする保護者への支援について

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を
休まざるを得ない保護者に対して有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を
取得させた事業主を支援します。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

・小学校休業等対応助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00
002.html

・両立支援等助成金（育児休業等支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例））
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html

その他

新型コロナ 休暇支援 検 索


