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（平成 27 年９月 1日現在） 

 

 

 

 

石巻市事業復興型雇用創出助成金（移転費）の手引き 

 

 

  ※ 助成金の申込を予定している方は、この「手引き」と「石巻市事業復興型雇用創

出助成金交付要綱」を充分確認した上で、申込の手続を行ってください。 
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    Ⅰ 助成金の概要について     

 

１ 趣旨 

 東日本大震災で被災した石巻市内において安定的な雇用を創出すること及び地域の中

核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、産業政策と一体

となって雇用面からの支援を行うことにより、震災により離職を余儀なくされた者等の

生活の安定を図り、被災地域の復興を支えるため、雇入れに係る移転費の一部について、

民間事業主等に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。 

 なお、本事業は、「事業復興型雇用創出事業実施要領」、「緊急雇用創出事業実施要領」

に基づき、石巻市が実施します。 

 

２ 事業内容 

 （１）助成対象事業主 

以下の全てを満たす事業主となります。 

① 市内に事業所を有している。 

②  平成 23 年 3 月 11 日以降平成 28 年 3 月 31 日までの間に市の補助金、融資

等（対象産業政策）の対象となることが決定している。 

③  平成 27 年 4月 1日以降平成 28 年 3月 31日までの間に、本助成金の対象と

なる新規雇用者を 1人以上雇い入れた。 

④  雇用保険の適用事業の事業主であること。 

※週所定労働時間が２０時間以上で勤務する６５歳以上の労働者のみを雇用し

ている場合は、例外的に雇用保険の適用事業の事業主であることを要しません。  

⑤  労働者の出勤状況及や賃金の支払い状況を明らかにする書類（労働者名簿、賃金

台帳、出勤簿等）を適切に整備、保管していること。 

（※ その他、不交付要件有り。） 

 

（２）助成対象事業所 

交付対象事業主が有する市内の事業所のうち、（１）②に規定する事業の実施対

象となる事業所をいいます。 

 

（３）助成対象労働者 

以下の全てを満たす求職者となります。 

① 原則として、3 か月以上県外に居住していた者で、平成２７年４月１日以降に採

用内定を受けて石巻市内の事業所に就職する目的で県内に住所又は居所（ただし、

原則として、県外の居住地から移動のため片道 2時間以上要する県内の住所又は居

所に限る。）を移転した者のうち、失業状態にある者であって助成対象事業所で雇い

入れたこと。 

② 雇用契約が「期間の定めのない雇用」又は「更新が可能な１年以上の有期雇用」

であること。 

③ 雇用保険の一般被保険者として雇い入れられたこと。 



 

2 

 

 ※週所定労働時間が２０時間以上で勤務する 65 歳以上の労働者については、例外

的に助成対象となりえます。 

④ 助成対象事業所において定着期間（雇入日から助成金の申請まで間に、2 か月を

超えて雇用が継続された期間をいう。以下同じ）があること。 

⑤ 対象産業政策の対象となることが決定した後に、採用内定を通知し、助成対象事

業所において雇い入れたこと。  

⑥ 社会保険の被保険者となった時点で加入していること。 

（※ その他、対象外要件有り。） 

 

 （４）助成対象経費 

助成金の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、次のいずれかに該当す

る場合をいいます。 

① 対象労働者本人が負担した移転費を、交付対象事業主が負担した場合の当該経費 

② 対象労働者本人が移転費を負担せずに、交付対象事業主が直接負担した場合の当

該経費 

 ※ 対象経費の区分は別表１のとおりとします。 

 

 （５）助成金額 

助成金の交付額は、１事業所あたり３００万円を上限とし、交付対象事業主が対

象労働者１人あたりに対し実際に支払った移転費の額（以下「実負担額」という。）

が別表２に定める基準額を上回った場合に当該基準額を支出するものとします。 

また、実負担額については、石巻市職員等の旅費に関する条例（平成１７年石巻

市条例第５０号）及び関係規則等（以下「市の旅費規程」という。）により、対象労

働者が石巻市職員の給与に関する条例（平成１７年石巻市条例第４５号）第５条第

１項に規定する行政職給料表１級に該当する者とみなして算出した額（以下「比較

額」という。）と比較して、実負担額が比較額を上回った場合は、当該比較額を上限

額とします。 

 

 （６）交付申請の受付期間 

    平成２７年９月１７日（木）から平成２８年３月３日（木）まで（石巻市の休日

を定める条例（平成１７年石巻市条例第２号）第１条第１項に規定する石巻市の休日

を除く）とします。ただし、申請は予約制とします。 

   ※１：予算が不足した場合においては、更に受付期間が変更になる場合があります。

（その場合は、市のホームページ等で別途周知させていただきます。） 

 

 （７）助成金の交付決定 

求職者ごと（一度に複数人の交付申請があった場合はまとめて）の交付額を示して

交付決定します。 

また、交付決定の通知は助成金の額の確定の通知を兼ねるものとします。 
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    Ⅱ 手続の基本的な流れについて     

 

事業主（事業所単位） 石巻市委託業者 石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請書類の準備 交付申請に係る問い

合わせ対応 

交付申請に係る受付

期間の周知 

交 付 申 請 受付（審査）（書類に

不備等があった場合、申

請書の補正をお願いし

たり、返却することがあ

ります。） 

受付（審査）（書類に

不備等があった場合、事

業主に申請書の補正を

お願いしたり、返却する

ことがあります。） 

交付（不交付）決定

通知受理 

交付（不交付）決定

通知発行 

交付（不交付）決定

（確定） 

請求書の提出 請求書の受理 

支払（口座振込） 受理（口座振込） 
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    Ⅲ 申込について     

 

１ 提出先及び受付時間 
 

・提出先 石巻市事業復興型雇用創出助成金事務センター（事務センター） 

 〒986-0824 

 石巻市立町一丁目４番１５号 石巻ビルディング６階 

 電話：0225-21-6226  ファクシミリ：0225-93-2203 

 

※ 申請は予約制とし、直接事務センターまで持参してください。 

※ 提出書類について、詳細内容の確認を要する場合、聴き取り等をさせていただく場合が 

 ありますので、あらかじめご了承願います。 

※ 申請書の提出の際に申請内容や添付書類を確認させていただくことから、受付の際に順 

 番にお待ちいただく場合があります。 

 

  受付時間 平日（祝祭日を除く） 午前 9 時 00分から午後 5時 30分まで 

                

 

 

２ 提出書類 

書類名 備   考 ﾁｪｯｸ欄 

交付申請書兼実績報告書

（様式第１号） 

 

 

・第１号：必須 
・対象労働者一覧（様式第１号別紙 1）：必須 
・対象経費一覧（様式第１号別紙 2）：必須 
○対象産業政策の支援を受けた事業所単位で提出
してください。 

 

口座が確認できる書類 ○交付申請書（様式第 1 号）8 交付希望金融機関

に記載する口座を確認する書類（通帳の写し等） 

 

委任状 ○代理人が申請する場合（代理人を変更する場合

は、その都度提出してください。） 

○委任関係を証明するものであれば、様式は任意で

す。 

 

リストに掲げる事業（対

象産業政策）を実施して

いる事業主であることが

分かる書類の写し（対象

産業政策による支援を受

けていることを証明する

書類） 

石巻市内に有する事業所において、対象産業政策リ
ストに掲げる政策による支援を受けていることを
証明する書類の写し 
○書類の種類（例） 
・補助金の場合は、原則として、「交付決定通知 
書」（※１）及び「事業計画書」（※２）の写し 
※１：採択日（当初交付決定日）を確認する必要

があるため、当初交付決定に係るものに限る。 

※２：補助金の支援対象となった事業所が特定で

きるものに限る。 

・提出すべき書類の種類が不明な場合は、支援元の行政機関
等に御確認ください。 

 

事業主が営む業種並びに

役員等の住所及び氏名が

分かる書類 

○法人の場合は、法務局発行の法人登記簿謄本の写

し 

○個人事業主の場合は、税務署へ提出した開業届

（控え）の写し、又は直近の「所得税の申告書」

（控え）の写し（事業所得金額の記入があるもの

に限る。）等 

 



 

5 

 

県税事務所長が発行する

都道府県税の納税証明書 

※ 

○県税事務所にて以下の内容で交付申請を行って

ください。 
・使用目的「その他（石巻市事業復興型雇用創出
助成金申請のため）」 

・証明事項「未納がないこと」 
・税目「全ての県税」 

○申請から２週間前の日以降に発行されたものに
限る。 

○原本に限る。（写し不可） 

 

市税について※ ○石巻市事業復興型雇用創出助成金に係る市税完

納証明申請書（別記様式） 

○申請から２週間前の日以降に発行されたものに

限る。 
○原本に限る。（写し不可） 

 

対象労働者に係る雇用契約

書又は雇入通知書等の写し 

○対象労働者全員分 

○労働基準法第１５条及び同法施行規則第５条に

規定される労働者への明示義務事項（労働契約の

期間、就業の場所及び従事すべき内容、始業及び

終業の時期、休憩時間、休日、賃金など）が記載

されているものに限る。 

○労働基準法上の明示義務事項について、就業規則

の一部を引用している場合（「就業規則第○条に

よる」などの記載がある場合）は、「就業規則の

写し（全頁）」も添付すること。 

○労働時間や休日について、「シフト表による」、「休

日スケジュール表による」などと記載している場

合は、「シフト表の写し」や「休日スケジュール

表の写し」も添付すること。 

○変形労働時間制の場合は、「就業規則の写し（全

頁。週所定労働時間が確認できるものに限る。）」

又は「変形労働時間に関する労使協定書の写し」

も添付すること。 

 

対象労働者に係る内定日

が確認できる書類 

○内定通知書の写し、公共職業安定所への選考結果

通知の写し（平成２７年４月１日以降平成２８年

３月３１日までの間に通知しているものに限

る。）又は内定を通知していることの申立書 

 

官公署で発行する対象労

働者の住所、氏名及び生

年月日を確認できる書類

の写し 

○対象労働者全員分 

○現在の住所・氏名を証明する住民票又は運転免許

証の写しで（いずれも申請日から遡って３か月以

内に発行されたものに限る。） 

 

対象労働者の移転前後の

住所及び移転前の居住期

間が確認できる書類 

○対象労働者全員分 

○住民票、運転免許証等の写し 

 

公共職業安定所長が交付

する対象労働者に係る雇

用保険事業所別被保険者

台帳の写し 

○対象労働者全員分 

○公共職業安定所で交付を受けた雇用保険事業 

別被保険者台帳の写し（対象労働者にマーキン 

したもの） 

 

対象労働者が社会保険の
被保険者であることを確
認できる書類 

○対象労働者全員分 

○健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準

報酬決定通知書の写し又は健康保険証 
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定着期間が確認できる書

類の写し 

○対象労働者全員分 

○雇入日から申請日までの出勤簿又はタイムカー

ドの写し 

 

移転費の支払いに関する

申立書（様式第２号） 

○対象者ごと 

※本人確認欄に、事業主から移転に係る費用を受領

したことについて記名押印又は署名が必要です。 

 

交付対象事業者が、対象

労働者に対し、当該対象

労働者に係る移転費を支

払ったことが確認できる

書類 

○対象労働者ごと 

○交通費・宿泊費・転居費いずれにおいても基本的

に領収書を確認書類として提出してください。 

 

対象経費の内容一覧 

（様式第２号別紙１） 

○対象労働者ごと 

○本人確認欄に費用の内容に相違がないことを確

認したことについて記名押印または署名が必要

です。 

 

基本賃金等支払状況等確

認票（様式第３号） 

○対象労働者全員分 

○対象労働者ごとに賃金形態に応じた様式を使用

してください。 

※労働者都合の欠勤により、基本賃金を減額してい

る場合は、欠勤理由確認書（様式第３号別紙１） 

○割増賃金の計算方法チェックリスト（様式第３号

別紙２） 

 

雇い入れから申請日まで

の間の対象労働者に対す

る賃金の支払い状況が確

認できる賃金台帳の写し 

○対象労働者全員分 

 

 

石巻市事業復興型雇用創

出助成金（移転費）受給

要件チェックリスト兼申

立書（様式第４号） 

○記入者の氏名を記載のうえ、ボールペンなど（鉛

筆・シャープペン・消せるボールペン不可）で記

入 

 

 ※上記以外の書類についても、必要に応じて提出を求める場合があります。 

 

 （２）申請受付期間 

（2ページに記載しています。） 

 

 

３ その他留意事項 

 （１）求職者の公募について 

求職者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申込みを行うなど、可能な

限り公募するよう努めてください。 

 

 （２）状況報告について 

市長は、交付対象事業主に対し、必要の都度、様式１０号等により、対象労働者

の雇用状況等について報告を求めることができます。 
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別表１（第６条関係）  

補助対象経費区分 経費種別 

１ 交通費 県外の住所地又は居所から県内の住所地

又は居所への移動に要する鉄道賃、航空

賃、船賃及び車賃 

２ 宿泊費 県外の住所又は居所から県内の住所又は

居所への移動に宿泊を要した場合の宿泊

費（宿泊することが妥当と認められる場

合に限る。） 

３ 転居費 県外の住所地又は居所から県内の住所地

又は居所への移転に際し、荷物の搬入、

搬出を業者に依頼した経費等 

 

 

別表２（第７条関係）  

実負担額 基準額 

対象労働者１人あたりに支給した実負担額

の総額が３０万円以上の場合 

３０万円 

対象労働者１人あたりに支給した実負担額

の総額が２５万円以上３０万円未満の場合 

２５万円 

対象労働者１人あたりに支給した実負担額

の総額が２０万円以上２５万円未満の場合 

２０万円 

対象労働者１人あたりに支給した実負担額

の総額が１５万円以上２０万円未満の場合 

１５万円 

対象労働者１人あたりに支給した実負担額

の総額が１０万円以上１５万円未満の場合 

１０万円 

対象労働者１人あたりに支給した実負担額

の総額が１万円以上１０万円未満の場合 

実負担額 

※ただし実負担額のうち 

１万円未満の端数がある場

合、当該端数は切り捨てとす

る。 

対象労働者１人あたりに支給した実負担額

の総額が１万円未満の場合 

実負担額 

※ただし実負担額のうち千

円未満の端数がある場合、当

該端数は切り捨てとする。 

 

 


