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記載されている助成⾦は、平成３０年５⽉７日現在の情報に基づいております。
法律改正等の要因により⽀給要件が変わり、または廃⽌されることがあります。

以下の事業主に対しての助成⾦情報です。

このパンフレットの助成⾦情報は申請しやすい助成⾦を抜き出して、掲載して
います。また、このパンフレットに掲載している助成⾦は当事務所で申請代⾏
受付しております。
まずは、当事務所にご相談下さい。

http://www.yasuioffice.com


雇⽤保険料率（平成30年度） 単位：1/1,000
負担者

事業の種類

①
労働者負担
（失業等給付の
保険料率のみ）

②
事業主負担

①＋②
雇⽤保険料率失業等給付の

保険料率
雇用保険

⼆事業の保険料率
一般の事業 3 6 3 3 9
農林⽔産

清酒製造の事業※ 4 7 4 3 11
建設の事業 4 8 4 4 12

税理⼠・社労⼠ 安井伸夫事務所

どうして助成⾦がもらえるの？

雇用保険の二事業の“失業の予防、雇⽤機会の増⼤、労働者の能⼒開発等に資
する雇用対策“として雇用保険の適用事業主は費用負担しています。

雇用保険を支払っている事業所は申請可能！
要件が当てはまるのであれば、申請してみましょう！

つまり



⽣産性要件を満たすと助成⾦額がUPします！

①助成⾦の⽀給申請等を⾏う直近の会計年
度における「⽣産性」が、
・その３年度前に⽐べて6％以上伸びて
いること。
・その３年度前に⽐べて１％以上（6％
未満）伸びていること（※）
※この場合、⾦融機関から⼀定の「事業性
評価」を得ていること

計算式は以下の通り

②「生産性要件」の算定の対象となった期
間中に、事業主都合による離職者を発生さ
せていないこと。

※「人件費」について、役員報酬等は含めません。

税理士・社労士 安井事務所



助成⾦申請代⾏基本プランの流れ

申
請
の
流
れ

就業規則作成の
コンサルティング実施

および
助成金計画届の提出

就業規則費用等
の

お支払い

助成金の
支給申請

助成金の入金
↓

代行手数料のお支払い

右の条件クリアの場合
以下のスケジュールで

申請します

□ 親族以外の正社員を１名以上雇用していること
□ 雇⽤保険・健康保険・厚⽣年⾦に加⼊していること
□ 過去６か月以内に解雇がないこと
□ 未払い残業、最低賃⾦割れなど労働法違反がないこと

助成⾦代⾏料 助成⾦額×３０％＋消費税
(途中、計画書作成・提出などの成果物がある場合はその分、中間⾦を頂きます。)

・顧問先様のみ、申請代⾏いたします。
・助成⾦は、年度の途中で条件が変更されたり、今年度で廃⽌になることがあります。
・すぐに申請準備に入らないと、受給できないことがあります。
・就業規則作成費⽤は、前⾦でのお⽀払いとなります。
・すでに就業規則が作成されている場合、助成⾦申請だけのプランもあります



助成⾦申請に必要な帳簿類

□ 労働条件通知書(雇用契約書）
□ 出勤簿(タイムカード)
□ 賃⾦台帳
□ 就業規則(賃⾦規程・育児休業規程)
□ ３６協定(時間外・休日労働に関する協定届)※

・ ほとんどの助成⾦は、上記の帳簿類を提出することになります。
・ 労働法に違反していないように整備することが必要です。

※ 残業をしている会社は必要です。



就業規則作成コンサルティング費用
コンサルティング費用 コンサルティングサービス内容 【規程（単独作成費用）＋労使協定】

１.パートタイマー就業規則（10万円）
２.嘱託社員就業規則（10万円）
３.賃⾦規程（８万円）
４.退職⾦規程（４万円）
５.育児・介護休業規程（４万円）
６.災害補償規程（５万円）
７.個⼈情報管理規程（５万円）
８.３６協定(１万円)
９.変形労働時間に関する労使協定(３万円)

１０.年次有給休暇の計画的付与
に関する労使協定（２万円）

１１.育児・介護休業等に関する労使協定(1万円)

簡易コース
２０万円

(21,000円×１０回)
就業規則＋労働条件通知書ひな形

基本コース
３０万円

(31,500円×１０回)

簡易コース
＋右の１〜１１から必要な規程
を選択（５規程まで）

安心コース
５０万円

(52,500円×１０回)

簡易コース
＋右の１〜１１から必要な規程
をご自由に選択

＋従業員説明会（２回まで）

・労働基準監督署への届出費用は含まれています。 ・上記の価格は税抜きの表示です

流
れ

現状ヒアリング 就業規則（案）
提示

修正

納品・データお渡し



就業規則の７つのメリット

□ 未払い残業代対策
□ うつ病社員対策
□ 問題社員の解雇対策
□ パワハラ・セクハラ対策
□ 個⼈情報・社内情報流出対策
□ 定年トラブル対策
□ 有給休暇取得トラブル対策
※就業規則に記載がないと従業員に対抗できません。



項目 就業規則作成
あり

就業規則作成
なし

キャリアアップ助成⾦
〜正社員化コース〜【有期→正規】 ５７万円

⼈材確保等⽀援助成⾦
〜雇⽤管理制度助成コース〜 ５７万円

時間外労働等改善助成⾦
〜勤務間インターバル導⼊コース〜

２２．５万円
就業規則作成3/4助成 ０円

就業規則作成費用 △３０万円
(３０万円コース) ０円

助成⾦申請代⾏費⽤ △４０．９５万円 △３４．２万円

貴社の最終受取⾒込額 ６５．５５万円 ７９．８万円

⽣産性要件認定時の受取⾒込額
15万円×２＝３０万円

８７．５５万円
(代⾏費⽤９万円加算)

１００．８万円
(代⾏費⽤９万円加算)

正社員転換プラン
注）税抜きの表示です



項目 就業規則作成
あり

就業規則作成
なし

両⽴⽀援等助成⾦
〜出⽣時両⽴⽀援コース〜 ５７万円

⼈材確保等⽀援助成⾦
〜雇⽤管理制度助成コース〜 ５７万円

時間外労働等改善助成⾦
〜勤務間インターバル導⼊コース〜

２２．５万円
就業規則作成3/4助成 ０円

就業規則作成費用 △３０万円
(３０万円コース) ０円

助成⾦申請代⾏費⽤ △４０．９５万円 △３４．２万円

貴社の最終受取⾒込額 ６５．５５万円 ７９．８万円

⽣産性要件認定時の受取⾒込額
15万円×２＝３０万円

８７．５５万円
(代⾏費⽤９万円加算)

１００．８万円
(代⾏費⽤９万円加算)

男性育休取得プラン
注）税抜きの表示です



項目 就業規則作成
あり

就業規則作成
なし

⼈材確保等⽀援助成⾦
〜人事評価改善等助成〜【制度整備助成】 ５０万円

⼈材確保等⽀援助成⾦
〜雇⽤管理制度助成コース〜【研修制度】 ５７万円

時間外労働等改善助成⾦
〜勤務間インターバル導⼊コース〜

２２．５万円
就業規則作成3/4助成 ０円

就業規則作成費用 △３０万円
(３０万円コース) ０円

助成⾦申請代⾏費⽤ △３８．８５万円 △３２．１万円

貴社の最終受取⾒込額 ６０．６５万円 ７４．９万円

⽣産性要件認定時の受取⾒込額 15万円 ７１．１５万円
(代⾏費⽤4.5万円加算)

８５．４万円
(代⾏費⽤4.5万円加算)

〜人事評価改善等助成〜【目標達成助成】80万円
受取⾒込額

１２７．１５万円
(代⾏費⽤２４万円加算)

１４１．４万円
(代⾏費⽤２４万円加算)

賃⾦UPプラン
注）税抜きの表示です



⼈材確保等⽀援助成⾦ 〜雇⽤管理制度助成コース〜

「評価・処遇制度」「研修制度」「健康づくり」「メンター制度」のいずれかを
導⼊・実施し、ある期間の離職率が低下したら57万円(72万円)

※( )内は生産性の向上が認められた場合の額

申
請
の
流
れ

□正規の労働者に「評価・処遇制度」「昇給・昇格基準」「⼿当制度※」のどれかを
導入してもよい
※通勤手当・住居手当・転居手当(異動⼿当)・家族手当・単身赴任手当・役職手当(管理職⼿当)・資格手当・
海外赴任⼿当・地域⼿当・出張⼿当・その他通常の労働者の評価処遇制度に係る諸⼿当制度として適当であ
ると認められるもの
本人の業績又は他者の評価によって変動する手当(例：解禁⼿当、精勤⼿当)は認められません。

適用要件チェック(以下の要件に当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

計画時離職率算定期間
12か月

計画期間
(制度を導⼊・実施)

評価時離職率算定期間
12か月 ２ヶ月

計画書の
提出・認定 支給申請

※⽀給申請要件として、計画期間前１年間と計画期間後１年間と⽐べて離職率が⼀定
額上げる必要があります。

税理⼠・社労⼠ 安井事務所



⼈材確保等⽀援助成⾦ 〜雇⽤管理制度助成コース〜

「評価・処遇制度」「研修制度」「健康づくり」「メンター制度」のいずれかを
導⼊・実施し、ある期間の離職率が低下したら57万円(72万円)

※( )内は生産性の向上が認められた場合の額

申
請
の
流
れ

□正規の労働者以下のような研修制度を導⼊してもいい
通常の労働者の職務の遂⾏に必要な知識、スキル、能⼒の付与を⽬的にする外部の研修を１０時間
受けさせる研修。

階層別研修（新⼊社員研修、管理職研修、幹部職員研修 等）
具体例 職種別研修（新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修 等）

その他の研修

適用要件チェック(以下の要件に当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

計画時離職率算定期間
12か月

計画期間
(制度を導⼊・実施)

評価時離職率算定期間
12か月 ２ヶ月

計画書の
提出・認定 支給申請

※⽀給申請要件として、計画期間前１年間と計画期間後１年間と⽐べて離職率が⼀定
額上げる必要があります。

税理⼠・社労⼠ 安井事務所



⼈材確保等⽀援助成⾦ 〜雇⽤管理制度助成コース〜

「評価・処遇制度」「研修制度」「健康づくり」「メンター制度」のいずれかを
導⼊・実施し、ある期間の離職率が低下したら57万円(72万円)

※( )内は生産性の向上が認められた場合の額

申
請
の
流
れ

□正規の労働者で法定の健康診断以外に次の健康診断のうち１つを導入してもよい
胃がん検診・⼦宮がん検診・肺がん検診・乳がん検診・⼤腸がん検診・⻭周疾患検
診・骨粗しょう症検診・腰痛健康診断

適用要件チェック(以下の要件に当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

計画時離職率算定期間
12か月

計画期間
(制度を導⼊・実施)

評価時離職率算定期間
12か月 ２ヶ月

計画書の
提出・認定 支給申請

※⽀給申請要件として、計画期間前１年間と計画期間後１年間と⽐べて離職率が⼀定
額上げる必要があります。

税理⼠・社労⼠ 安井事務所



⼈材確保等⽀援助成⾦ 〜雇⽤管理制度助成コース〜

「評価・処遇制度」「研修制度」「健康づくり」「メンター制度」のいずれかを
導⼊・実施し、ある期間の離職率が低下したら57万円(72万円)

※( )内は生産性の向上が認められた場合の額

申
請
の
流
れ

□正規の労働者で会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メ
ンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度を導⼊してもよい

適用要件チェック(以下の要件に当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

計画時離職率算定期間
12か月

計画期間
(制度を導⼊・実施)

評価時離職率算定期間
12か月 ２ヶ月

計画書の
提出・認定 支給申請

※⽀給申請要件として、計画期間前１年間と計画期間後１年間と⽐べて離職率が⼀定
額上げる必要があります。

税理⼠・社労⼠ 安井事務所



⼈材確保等⽀援助成⾦ 〜⼈事評価改善等助成コース〜

⼈事評価制度と賃⾦２％アップを含む賃⾦制度を整備し、適用したら50万円
生産性の向上、賃⾦2％UPの維持、離職率の低下(維持)に関する目標を全て達成したら80万円

申
請
の
流
れ

□全ての正規労働者等を適用対象の昇給基準を作成・導入してもよい
□⼈事評価制度の実施⽇の前⽉とその１年後の同⽉を⽐較したとき、「毎⽉決まって
⽀払われる賃⾦」の額が２％以上増加してもよい

適用要件チェック(以下の要件が全て当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

賃金制度を導入・給料を支払う ２ヶ月 ２ヶ月

３年後

計画書の
提出・認定

制度導入の
支給申請

制度実施の
支給申請

税理⼠・社労⼠ 安井事務所



65歳超雇用推進助成⾦ 〜65歳超継続雇⽤促進コース〜

□定年前の時点より1年以上雇⽤されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
□定年の引上げ、もしくは希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇⽤制度を導⼊してもよい

適用要件チェック(以下の要件が全て当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

申
請
の
流
れ

助成⾦申請

就業規則の改定 新しい制度を導⼊

措置

60歳以上
被保険者数

65歳以上への定年引上げ(廃止)措置 66歳以上の継続雇⽤制度の導⼊
65歳まで引上げ 66歳以上に引き上げ

定年の定
めの廃止

66〜69歳まで 70歳以上

(5歳未満) (5歳) (5歳未満) (5歳以上) (4歳未満) (4歳) (5歳未満) (5歳以上)

1〜2人 10万円 15万円 15万円 20万円 20万円 5万円 10万円 10万円 15万円
3〜9人 25万円 100万円 30万円 120万円 120万円 15万円 60万円 20万円 80万円
10人以上 30万円 150万円 35万円 160万円 160万円 20万円 80万円 25万円 100万円

1年以上雇⽤されている60歳以上の雇用保険被保険者が1⼈以上おり、定年の引き上げ、
廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇⽤制度の導⼊のいずれかを導⼊した
ら以下の助成⾦が貰えます。 ※( )内は引き上げ幅

※定年引上げと継続雇⽤制度導⼊
をあわせて実施した場合でも支給
額はいずれか高い額のみ

税理⼠・社労⼠ 安井事務所



65歳超雇⽤推進助成⾦ 〜⾼年齢者無期雇⽤転換コース〜

以下の条件で助成⾦が貰えます。
有期→無期に転換：1人当たり48万円(60万円)

※( )内は生産性の向上が認められた場合の額

契約社員またはパート
(有期契約6ヶ月以上) 転換(6ヶ月)

申
請
の
流
れ

助成⾦申請

計画届提出・就業規則改定

□有期契約労働者の方で6ヶ月以上いる、もしくは6ヶ月以上いる予定がある50歳以
上かつ定年年齢未満の者を無期に転換しても大丈夫な方がいる

□上記の有期契約労働者は正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れら
れた者ではない

□助成⾦適⽤対象者とする者が事業主⼜は取締役の3親等以内の親族以外である

適用要件チェック(以下の要件が全て当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

税理⼠・社労⼠ 安井事務所



キャリアアップ助成⾦ 〜正社員化コース〜

以下の条件で助成⾦が貰えます。
有期→正規に転換：1人当たり57万円(72万円)
有期→無期に転換：1人当たり28.5万円(36万円)
無期→正規に転換：1人当たり28.5万円(36万円)

※( )内は生産性の向
上が認められた場合の額

□有期契約労働者の方で6ヶ月以上いる、もしくは6ヶ月以上いる予定がある者を正規
もしくは無期に転換しても大丈夫な方がいる

□転換後６ヶ⽉の賃⾦が転換前6ヶ⽉の賃⾦より５％以上UPしている
□上記の有期契約労働者は正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられ
た者ではない

□助成⾦適⽤対象者とする者が事業主⼜は取締役の3親等以内の親族以外である

適用要件チェック(以下の要件が全て当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

契約社員またはパート
(有期契約6ヶ月以上) 転換(6ヶ月)

申
請
の
流
れ

助成⾦申請

計画届提出・就業規則改定
※従前より賃⾦が５％UP

税理⼠・社労⼠ 安井事務所



キャリアアップ助成⾦ 〜賃⾦規定等共通化コース〜

有期契約労働者等に関して、正規雇⽤労働者と共通の職務等に応じた賃⾦規定
等を新たに作成し、適用したら57万円(72万円)

申
請
の
流
れ

□正規労働者等の賃⾦テーブル等を有期契約労働者等に導⼊(共通化)してもよい
□賃⾦テーブル等の共通化後、適⽤者が雇⽤保険の被保険者で有期契約労働者等がい
ること(離職していないこと)

□助成⾦適⽤対象者とする者が事業主⼜は取締役の3親等以内の親族以外である

適用要件チェック(以下の要件が全て当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

3か月以上 6ヶ月 ２ヶ月

正規雇用労働者に係る
賃⾦規定等を導⼊

賃⾦規定等
共通化

税理士・社労士 安井事務所

※( )内は生産性の向上が認められた場合の額

助成⾦申請

計画届提出・就業規則改定



キャリアアップ助成⾦ 〜諸⼿当制度共通化コース〜

有期契約労働者等に関して、正規雇⽤労働者と共通の諸⼿当に関する制度を新
たに設け、適用したら38万円(48万円)

□正規労働者等に導入した以下諸手当を有期契約労働者等に導入(共通化)してもよい
賞与、役職手当、特殊作業手当・特殊勤務手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当
地域⼿当、家族⼿当、住宅⼿当、時間外労働⼿当(法定率より５％以上)、深夜・休日労働手
当(法定率より５％以上)

□諸手当の共通化後、適用者が雇用保険の被保険者で有期契約労働者等がいること(離
職していないこと)

□助成⾦適⽤対象者とする者が事業主⼜は取締役の3親等以内の親族以外である

適用要件チェック(以下の要件が全て当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

税理士・社労士 安井事務所

※( )内は生産性の向上が認められた場合の額

申
請
の
流
れ

3か月以上 6ヶ月 ２ヶ月

正規雇用労働者に係る
諸⼿当制度を導⼊

諸⼿当制度
共通化

助成⾦申請

計画届提出・就業規則改定



両⽴⽀援等助成⾦ 〜出⽣時両⽴⽀援コース〜
男性労働者に育児休業を取得しやすい職場⾵⼟作りの取り組みを⾏い、
子の出生後8週間以内に5日間育児休業を取得させると
取得1人目：57万円(72万円)
2⼈⽬以降：5日以上14日未満…14.25万円(18万円)

14日以上1か月未満…23.75万円(30万円)
1か月以上…33.25万円(42万円)

※( )内は生産性の向上が認められた場合の額

□出産予定の奥様がいる労働者がいる
□出生後８週間以内に5日連続以上の育児休業を取得する予定がある

適用要件チェック(以下の要件が全て当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

申
請
の
流
れ

助成⾦申請

計画届
提出

就業規則
⾒直し・改定

育休取得の
環境づくり 育休取得

税理⼠・社労⼠ 安井事務所



両⽴⽀援等助成⾦ 〜介護離職防⽌⽀援コース〜
介護休業・介護制度の研修を⾏い、介護休業・介護制度を取得させると
介護休業取得：57万円(72万円)
介護制度取得：28.5万円(36万円) ※( )内は生産性の向上が認められた場合の額

□要介護の親族がいる方
□同一の対象家族について、連続２週間以上、分割取得の場合は１４日以上介護休
業を取得する予定の人がいる

適用要件チェック(以下の要件が全て当てはまった⽅は助成⾦が貰える可能性があります。)

税理⼠・社労⼠ 安井事務所

介護休業…育児介護規程に基づいて取得した休業
介護制度…働きながら介護をおこなうための制度

(所定外労働の制限制度・時差出勤制度・深夜業の制限制度・短時間勤務制度)

申
請
の
流
れ

助成⾦申請
介護に
ついての
アンケート
社内研修実施

就業規則の
⾒直し
改定

介護休業
取得

介護取得者に
面談をし
介護支援

プランを策定



時間外労働等改善助成⾦ 〜勤務間インターバル導⼊コース〜

勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主に助成
※「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに⼀定時間以上の「休息時間」を設
けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもの

税理⼠・社労⼠ 安井事務所

休息時間数
新規導入 適⽤拡⼤・時間延⻑

補助率 １企業当たり
の上限額 補助率 １企業当たり

の上限額
9時間以上
11時間未満 3/4 40万円 3/4 20万円

11時間以上 3/4 50万円 3/4 25万円

申
請
の
流
れ

助成⾦申請

計画届提出 就業規則の改定
取組実⾏

支給対象となる取組
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、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組
⑥労務管理⽤ソフト・機器・デジタル
式運⾏記録計の導⼊・更新
⑦テレワーク⽤通信機器の導⼊・更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器
等の導⼊・更新

(具体例)
タイムレコーダー導入、POSレジ導入で
在庫管理負担軽減、⾃動⾷洗機導⼊で
食器洗いの負担軽減 などなど

就業規則作成・⾒直しの費⽤軽減にオススメです！



URL：http://www.yasuioffice.com

税理⼠・社労⼠ 安井伸夫事務所
〒604-0862 京都市中京区烏丸通竹屋町下る少将井町230番地トライグループ烏丸ビル２Ｆ

地下鉄烏丸線 丸太町駅下⾞６番出⼝すぐ

ＴEL：075-256-8628 FAX：075-212-6228
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