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本日の次第

Ⅰ.助成金

1.助成金を申請する為の準備

2.助成金最新情報

3.活用しやすい助成金（概要）
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１.助成金を申請する為の準備

２



３

１．返済の必要がない。

２．用途に制限がない。

３．受給要件に該当すれば受給される。

融資は返済の必要あり

補助金は用途制限あり

補助金は公募制で審査あり

４．人事労務管理面の整備ができる。

５．粗利１００％の収益

６．企業の信用度が上がる

助成金の特長（メリット）



４

１．雇用保険の適用事業所であること

２．出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則など、法律で
作成が義務付けられている帳簿を備えていること

３．前々年度より前の年度の労働保険料に滞納がないこと

４．過去３年間に助成金の不正受給がないこと

５．一定期間（雇入れ前６ヶ月～助成金の支給対象期間中）
に解雇者又は全労働者の６％（その数が３人以下の場合は３
人）の特定受給資格者がいないこと

６．ハローワークを通した採用であること（雇入れ助成金）

７．経理帳簿を備えていること（設備投資の助成金）

助成金受給に必要なこと



５

計画書提出
実施報告

支給申請 支給決定

実施

提出書類（必須）

・タイムカード

・賃金台帳

計画実施の審査に加え、
労働法に関する法令遵守
も審査対象！

審査

お金がもらえるまで長い～

各種助成金は、労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、
雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的
で支給されます。
（ハローワークインターネットサービスより）

申請期限に注意

・勤務時間を適正に管理、給与を
支給していること
例）残業代等

・雇用契約を交わしていること

・解雇者を出していないこと等

助成金受給までの流れ



６

助成金申請の為には
法を遵守していること！が

大前提。

・受給要件を満たしているか、不正なく実施されて
いるか労働局審査の上支給決定となるため、不支
給になるケースもあります。

助成金申請の前提

不正
禁止！



７

□雇入れ日と雇用保険の取得日が違う
□雇用契約と実際の勤務実態に相違がある
□過去に従業員を解雇したことがある
□残業代を（悪意で）法定通りに支払っていなかった
□就業規則どおりに雇用されていない
□最低賃金（792円/時）を下回っていた
□労働者名簿、出勤簿、賃金台帳が整備されない
□不正受給が行なわれた

など

不支給になった事例



２．助成金最新情報

８



９

・事業主等の押印又は署名が原則不要
・事業活動縮小による従業員の休業に対する支援！
・働き方改革関連が増えてる！
・生産性要件向上に該当すると金額ＵＰ！

☑働き方改革の推進

☑新型コロナウイルス感染症の影響を救済

令和４年度の助成金のうごき



1０

働き方改革には
労働生産性向上が

不可欠！

労働生産性とは

働き方改革すると、助成金
額が増額になる！！
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次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成金の割増等を行います。

生産性要件とは



1２



1３

３．活用しやすい助成金（概要）



1４

１．特定求職者雇用開発助成金
２．トライアル雇用助成金
３．キャリアアップ助成金
４．正規雇用化サポート・企業応援事業
５．沖縄県正社員雇用拡大助成金
６．人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）
７．働き方改革推進支援助成金
８．両立支援等助成金
９．業務改善助成金

１０．雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金
１１．沖縄県雇用継続助成金
１２．新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
１３．小学校休業等対応支援金・給付金

本日案内する助成金
本日は概要と改正の
ポイントを解説します



1５

１．特定求職者雇用開発助成金

★特定就職困難者コース
【内容】
高齢者、障害者や母子家庭の母(父)などの就職が困難な人
をハローワークなどの紹介により雇い入れたとき
【受給要件】
①雇用保険の適用事業主
②就職困難者（別表参照）をハローワーク又は無料・有料

職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する
労働者として雇い入れること

③対象となる労働者の雇い入れの前後６ヶ月に、会社都合
で解雇等していないこと

④適正な雇用管理（雇用契約書、出勤簿、タイムカード、
賃金台帳の整備）が行われていること



1６

１．特定求職者雇用開発助成金



1７

１．特定求職者雇用開発助成金

全期分をまとめて送付

申請先：沖縄労働局・助成金センター 電話 098-868-1606



1８

２．トライアル雇用助成金

★一般トライアル雇用コース
【内容】
職業経験、技能の少ない求職者を試しに雇用してみようと
考えたとき ⇒企業側と労働者側が、相互に適性を判断し、
両者合意の後、本採用になる事を目的としている

【対象労働者】



【助成金額】

【申請の流れ】

1９

２．トライアル雇用助成金

申請先：沖縄労働局・助成金センター 電話 098-868-1606



２０

３．キャリアアップ助成金

【内容】
有期契約労働者等（非正規雇用者）の処遇を改善したとき

【コース名】
① 正社員化コース
② 賃金規定等改定コース
③ 賃金規定等共通化コース
④ 諸手当制度共通化コース
⑤ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
⑥ 短時間労働者労働時間延長コース

１０人未満であっても
就業規則が必要
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活用のポイント！（概要）

対象労働者
・雇用されて６か月以上３年以内の有期雇
用労働者

・正社員とすることを約束して雇用した有
期雇用労働者は対象外

他にも要件ありますので詳細は厚労省HPから確認ください！！

３
％

正社員転換制度の規定例

３．キャリアアップ助成金（正社員化コース）

申請先：沖縄労働局・助成金センター
電話 098-868-1606



２２

３．キャリアアップ助成金（正社員化コース）

キャリアアップ助成金パンフレットより



２３

４．正規雇用化サポート・企業応援事業

非正規雇用従業員の正規雇用化を図る県内の事業所（法人）が、従業員のスキル習
得や資格取得等を目的に、県外（国内）または県内の研修地で従業員研修を行う際
の旅費、宿泊費の一部を助成します。

助成額：対象経費の3/4（限度額は下記の通り）

申請先：沖縄県中小企業診断士協会 電話 098-917-0011



２４

５．沖縄県正社員雇用拡大助成金

申請先：
沖縄県中小企業診断士協会
電話 098-917-0111

「新規に採用した正社員」へ「定着につながる取組」を行う県
内の中小企業等に対し助成金を支給

助成額 ： １人あたり30万円（１社につき３人まで可能）

●ハローワークの紹介は不要です。



２５
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６．人材開発支援助成金

【内容】
雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせ

るための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し

労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成

【コース名】
① 特定訓練コース
② 一般訓練コース
③ 教育訓練給付付与コース
④ 特別育成訓練コース
⑤ 建設労働者認定訓練コース
⑥ 建設労働者技能自習コース
⑦ 障害者職業能力開発コース



２６

６．人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）

有期契約労働者に対して正社員転換又は処遇改善を目的として、
計画に沿って訓練を実施した場合に賃金と訓練にかかった経費の一部を助成

助成金額

申請先：沖縄労働局・助成金センター
電話 098-868-1606

１人１コースあたり
10万＜13万＞
（9万＜12万＞）



２７

７．働き方改革推進支援助成金
労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進等に向けた環境整備などに取り組む中小企業事業主に対して、
その実施に要した費用の一部を助成。

■労働時間短縮・年休促進コース※交付申請書の締切2022/11/30まで

（支給要件）以下のいずれかに取り組む

月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の縮減、特別休暇の整備、時間単位の年休の整備

（助成率）費用の３／４（条件により４／５） 、※助成上限額：最大150万円（賃上げ上乗せあり）

■勤務間インターバル導入コース※交付申請書の締切2022/11/30まで

（支給要件）新しく９時間以上の勤務間インターバル制度導入を導入等

（助成率）費用の３／４（条件により４／５） 、※助成上限額：最大１００万円（賃上げ上乗せあり）

■労働時間適正管理推進コース（新設）※交付申請書の締切１１/３０まで

（支給要件）

・新たに勤怠、賃金計算などをリンクさせたⅠＴシステムを用いた時間管理方法を採用する。

・労務管理書類の５年間保存について就業規則などに規定する。

・労働時間適正把握にかかる研修を実施する。

（助成率）費用の３／４（条件により４／５） ※助成上限額：最大100万円（賃上げ上乗せあり）

上記３コースで対象となる費用は、

就業規則作成、変更 、労務管理担当者・労働者への研修、外部専門家のコンサルティング、労務管理
用機器等の導入・更新、人材確保に向けた取り組み等

申請先：沖縄労働局・助成金センター 電話 098-868-1606



２８

８．両立支援等助成金

申請先：沖縄労働局・雇用環境均等室 電話 098-868-4403



２９

８．両立支援等助成金

申請先：沖縄労働局・雇用環境均等室 電話 098-868-4403



３０

６．両立支援等助成金

申請先：沖縄労働局・雇用環境均等室 電話 098-868-4403



３1

８．両立支援等助成金

申請先：沖縄労働局・雇用環境均等室 電話 098-868-4403



３２

６．両立支援等助成金

申請先：沖縄労働局・雇用環境均等室 電話 098-868-4403



３３

９．業務改善助成金
■支給の要件
1.賃金引上計画を策定すること、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる

（就業規則等に規定）
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教

育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
(1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、
(3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。

4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
■助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助
成（千円未満端数切捨）。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ
額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が異なる（次頁参照）
■活用事例

POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、特殊車両の導入による業務改善、
顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化、機械設備やコンサ
ルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となる。

申請先：沖縄労働局・雇用環境均等室 電話 098-868-4403



３４

９．業務改善助成金
助成金額

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）申請マニュアルより



１０．雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場
合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休
業）」等を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成

３５

９月まで特
例延長予定



３６

１０．雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金



３７

１０．雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金

沖縄県の要請状況
ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｐrｅｆ.ｏｋｉｎａｗａ.ｌｇ.ｊｐ/ｓｉｔｅ/ｃｈｉｊｉｋｏ/ｋｏｈｏ/ｃｏrｏｎａ/210５21.ｈｔｍｌ

申請先：沖縄労働局・雇用調整助成金相談受付窓口
電話 098-868-4013



３８

１１．沖縄県雇用継続助成金
国（沖縄労働局長）から雇用調整助成金等を受けている事業者に対し、新型コロナ
ウイルス感染症に対する対策として、雇用の維持並びに県内企業の負担軽減を目的
として、沖縄県からも休業手当の一部を上乗せ助成

問い合わせ・申
請先：
グッジョブ相談
ステーション
電話
098-941-2044

７月以降未定
(R4.6.10現在)



３９

１１．沖縄県雇用継続助成金



４０

１２．新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金



４1

１２．新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金



４２

１３．小学校休業等対応助成金



４３

特定求職者雇用開発助成金
■成長分野・人材確保育成コース

特開金の各コース対象者を「成長分野等の業務」に従事させ、人材育成や職場定着

に取り組む場合に従来コースの1.５倍の助成額を支給

・デジタル化／ＤＸ化： ソフトウエア開発、ネットワークの設定、デジタル機器の運用管理、

自社デジタル製品の営業販売、自社業務のＤＸ化業務 など

・グリーン化／カーボンニュートラル化： 次世代太陽光電池の技術開発、バイオマス素材製品の

製造業務ＺＥＨの建設業務、電気自動車の販売業務 など

人材開発支援助成金
■人への投資促進コース

新たに５つの訓練を対象に経費や訓練期中の賃金を助成

・高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練（高度デジタル人材・高度人材を育成したい）

・情報技術分野（ＩＴ分野）認定実習併用職業訓練（ＩＴ分野未経験者を即戦力にしたい）

・自発的職業能力開発訓練（労働者の自発的な学び直しの費用を支援したい）

・長期教育訓練休暇等制度（労働者の自発的な学び直しの時間を確保したい）

・定額制訓練（オンラインの定額受け放題サービスで効率的に訓練を受けさせたい）

人材確保等支援助成金
■建設キャリアアップシステム等普及促進コース

令和４年度の新設助成金



４４

44



４５



４６

ご清聴ありがとうございました。

ぜひ助成金をご活用してください！！

※本セミナーで紹介する助成金には
説明した以外の諸要件がございますので、
必ず確認ください。

社会保険労務士 大城貴子


