
1 

 

石巻市事業復興型雇用創出助成金に関するQA 

（宮城県の事業復興型雇用創出助成金に関するQAを基に石巻市版を作成しております。） 

 

令和元年１２月９日作成  

 

○助成対象事業主 

（市外での事業を再開する場合）  

１－１ 震災時に石巻市内に所在していた事業所が、石巻市外で事業を再開する場合、対象と

なるか。  

⇒ 対象となりません。宮城県内で事業を再開する場合は、宮城県の同助成金の対象となる可

能性があります。また、事業を再開する地域が、岩手県、福島県等の被災地域であれば、当

該県の同助成金の対象となる可能性があります。（事業を再開する地域が所在する県の雇用

担当部局にお問い合わせください。）  

 

 

（市内で事業を開始する場合）  

１－２ 震災時には石巻市外で事業をしており、震災後、石巻市内において、事業を開始する

事業所は、対象となるか。  

⇒ 要件を満たしていれば、対象となります。  

 

 

（助成対象事業主の範囲）  

１－３ 助成対象事業主について、営利企業のみならず、ＮＰＯや公益法人、任意団体も対象

とすることができるか。  

⇒ 要件を満たしていれば、対象となります。  

 

 

（対象産業政策）  

１－４ 地域の地場産業として振興を行っている産業分野において相当数の雇用創出が期待

される事業とは具体的にどのようなものか。  

⇒ 「対象産業政策リスト」（石巻市ホームページ参照）に掲げるものを対象とします。 

 

 

（既に雇い入れている労働者）  

１－５ 過去に雇用していた被災三県求職者も助成対象となるか。 

⇒平成３０年２月４日以降に雇い入れた場合に対象となります（ただし、最初の新規雇用者

の雇い入れから２年以内に雇い入れた労働者に限ります。）。 

※申請時期によって、助成対象期間に不交付となる期間が発生する場合があります。 
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 ※事業運営の性質上、又は予算の都合により申請受付期間を平成３１年２月２８日より前

に終了させる場合があります。 

 

 

（対象産業政策名の確認）  

１―６ 対象産業政策リストに掲載されている政策の名称と支援決定通知書等に記載された

政策の名称が若干異なるが、助成対象になるか。  

⇒ 対象産業政策リストに掲載している政策名は、支援決定通知書等に記載される政策名と一

致させるよう努めておりますが、完全に一致していない例もあります。御質問のような場合

には、お手数ですが、産業部商工課に確認をお願いします。  

 

 

（石巻市内に複数の事業所を有する場合の取扱い）  

１－７ 石巻市内にＡ事業所とＢ事業所を有しており、Ａ事業所のみが対象産業政策による支

援事業を実施している。この場合において、Ｂ事業所において雇い入れた（当初配属された）

労働者も助成対象となり得るか。  

⇒ 本助成金は事業所単位で適用されるため、助成対象とはなりません。  

なお、上記において、Ａ事業所で雇い入れた対象労働者をＢ事業所に配置転換した場合は、

Ｂ事業所の配属となった日以降、助成対象となりません。 

 

 

（石巻市内に複数の事業所を有する場合の取扱い）  

１－８ 石巻市内にＡ事業所とＢ事業所を有しており、Ａ事業所とＢ事業所の双方が対象産業

政策による支援事業を実施している。この場合において、交付申請等はどのように行うか。  

⇒ 事業所毎に交付申請書等を作成し、手続を行ってください。（交付決定等も事業所毎に行

われます。）  

なお、上記においても、１－８の場合と同様、Ａ事業所とＢ事業所間で対象労働者の配置

転換を行った場合は、配置転換された日以降、助成対象となりません。  

 

 

（個人事業主が法人化した場合の取扱い）  

１－９ 個人で事業を営んでおり、この助成金の交付決定を受けたが、今後の法人化を検討し

ている。法人化した場合も継続してこの助成金の助成対象となるか。  

⇒ 個人事業主から法人化した後も雇用保険適用事業所番号が同一であるなど、個人事業主

と新たに設立した法人の同一性が確認できるとともに、交付決定の対象となった労働者に対

する使用者としての地位が承継されていると認められ、かつ、助成対象となった事業所にお

いて、対象産業政策の支援を受けて引き続き事業を実施していると認められる場合は、継続

して助成対象となります。（本助成金の交付決定を受けた任意団体が法人化した場合の取扱

いも同様です。）  
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なお、法人化した場合は、法人化から２週間が経過した日、又は法人化した日が属する市

の会計年度の末日のいずれか早い日までに、所定の書類を添付の上、石巻市事業復興型雇用

創出助成金異動事項等届出書を提出してください。 

 

 

（会社が合併した場合の取扱い）  

１－１０ 当社は、この助成金の交付決定後において、他社に吸収合併されることとなった。

合併後も継続してこの助成金の助成対象となるか。  

⇒ 助成対象となった事業所において、対象産業政策の支援を受けて引き続き事業を実施して

いると認められる場合は、継続して助成対象となります。  

ただし、本助成金は事業所（支店・営業所等）単位で助成されるものであるため、当該合

併に伴い、対象労働者が別の事業所に配置転換された場合には、助成対象外となりますので、

あらかじめ留意願います。  

なお、吸収合併された場合は、合併の効力発生日から２週間が経過した日、又は合併の効

力発生日が属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、所定の書類を添付の上、石

巻市事業復興型雇用創出助成金異動事項等届出書を提出してください。  
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（中小企業者等）中小企業型のみ 

１－１１ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者

に該当する事業所及びこれに準ずる事業所（以下「中小企業者等」という。）とは、どのよ

うな者か。 

⇒ 下記の表の基準を満たすものを、中小企業者等といいます（みなし大企業を含みます）。 

主たる事業 中小企業者（下記のいずれかを満たすこと） 

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数 

イ 製造業、建設業、運輸業、

その他業種（以下ロからニを

除く。） 

３億円以下 ３００人以下 

ロ 卸売業 １億円以下 １００人以下 

ハ サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

ニ 小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

 

 

（主たる事業の判断方法）中小企業型のみ 

１－１２ 当社では水産加工業を行っているが、その場合、１－１２の表の主たる事業のうち、

どれに該当することになるか。 

⇒ 主たる事業が１－１２の表のイからニのいずれに該当するかについては、下記のＵＲＬ

（中小企業庁ＦＡＱ「中小企業の定義について」Ｑ４）によりご確認ください。 

http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q4 

 

 

（主たる事業の判断方法）中小企業型のみ 

１－１３ 当社では不動産代理業・仲介業と駐車場業を行っているが、１－１２によると当社

ではそれぞれその他業種とサービス業に該当すると判断された。この場合、どちらを主たる

事業と判断すればよいのか。 

⇒ 主たる事業となり得る事業に複数該当した場合は、直近の決算書等により、事業毎に売上

高・利益・従業員数を総合的に判断した上で、中小企業者等に該当することの申立書（様式

第１５号）へ記入してください。 

 

 

○対象労働者  

（被災三県求職者の範囲）  

２－１ 石巻市事業復興型雇用創出助成金の対象となる被災三県求職者の範囲とは。  

⇒被災三県求職者とは、岩手県、宮城県及び福島県内の災害救助法適用地域に所在する

事業所を離職した失業者又は当該地域に居住していた求職者です。 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q4
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（在職求職者の取扱い） 

２－２ 他の会社等で雇用されている労働者の離職を待って雇い入れた場合は対象となるか。 

⇒ 採用選考する時点で他の会社に在籍している労働者は新被災求職者及び被災三県求職者

に該当しませんので、原則として、対象労働者とはなりません。ただし、当該雇用が期間満

了により終了することが明らかである場合又は解雇予告通知を受けている場合は、その他の

所定の要件を満たしていれば、対象労働者となります。（自己都合による退職予定者につい

ては、退職届を提出しているか否かにかかわらず、対象労働者になりません。） 

 

 

（雇用期間の満了） 

２－３ 新被災求職者・被災三県求職者とあるが、有期の雇用期間満了に備え、在職しながら、

就職活動を行う者は含まれるのか。 

⇒ 含まれます。 

 

 

（６５歳以上の労働者の取扱い）  

２－４ ６５歳以上の労働者を雇用した場合、助成金の交付対象となるか。  

⇒ 高齢者の安定的な雇用の実現を推進することを目的として、週所定労働時間が２０時間以

上である場合は、助成の対象とします。  

 

 

（雇用契約期間）  

２－５ 平成２３年１１月２１日以降の最初の雇入れ時において、１年以上の有期雇用契約を

締結していれば、以後の契約更新は１年未満の雇用期間で行っても助成対象となるか。  

⇒ 助成対象となりません。最初の雇入れ時以降も、１年以上の有期雇用により、特段の事情

がない限り更新を続けていくことが必要です。  

 

 

（雇用契約期間）  

２－６ 平成２３年１１月２１日以降に「更新可能な３か月の有期雇用」で雇い入れた労働者

について、当該契約期間満了後に「更新が可能な７か月の有期雇用」で契約を更新しており、

以後「更新が可能な１年以上の有期雇用」により雇用契約を更新する予定である場合、助成

金の交付対象となるか。  

⇒ 本助成金は、新たな雇用を創出する（雇用の枠を増やす）ことを目的として実施してい

るものであり、平成２３年１１月２１日以降の最初の雇入れ時から、「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」であることが必要となることから、助成の対

象となりません。  
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（雇用契約期間）  

２－７ 平成２３年１１月２０日以前に有期雇用で雇い入れ、平成２３年１１月２１日以降に

期間雇用が満了した労働者について、「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」により契約を更新した場合は、助成金の交付対象となるか。  

⇒ 本助成金の不交付要件のひとつである「平成２３年１１月２１日以降に離職した労働者を

再び雇い入れる場合の当該労働者」に該当するため、助成の対象となりません。  

 

 

（新規学卒者の事前研修の取扱い） 

２－８ 当社では、新規学卒者の採用に当たり、入社までの一定の期間、短期の期間雇用契約

の締結により事前研修を実施した後、４月１日から期間の定めのない雇用により正式採用し

ている。この場合、助成金の交付対象となるか。  

⇒ 新規学卒者の採用に係る雇用慣行を考慮し、上記のような場合においては、例外的に、正

式採用日（期間の定めのない雇用による雇入日）を本助成金の雇入日として、助成対象とし

ます。  

 

 

（インターンシップの取扱い）  

２－９ 職場体験のためのインターンシップ（雇用契約を伴わないもの）で受け入れた新規学

卒者等を、「期間の定めのない雇用契約」又は「更新が可能な１年以上の有期雇用契約」で

雇い入れた場合は、再雇用者の扱いとなるか。  

⇒ 職場体験のためのインターンシップ（雇用契約を伴わないもの）については、雇い入れ前

の就労とはみなさず、新規雇用者扱いとなります。 

 

 

（雇い止めの定義）  

２－１０ 対象労働者に関する不交付要件として「平成２３年１１月２１日以降に、助成の対

象となる事業所において労働者を事業主都合により解雇（勧奨退職等を含む。）又は雇い止

めした事実がある場合は、その人数に相当する労働者については、助成対象としない。」こ

ととなっているが、ここでいう「雇い止め」とはどのような場合をいうか。  

⇒ 離職した労働者が、次の雇用保険の特定受給資格者に該当した場合をいいます。  

①期間の定めのある労働契約の更新により３年以上引き続き雇用されるに至った場合におい

て当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者  

②期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合

において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者  

なお、上記に該当する者の有無について、離職証明書の記載内容を確認させていただく場

合があります。  
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（週労働時間が４０時間未満である場合の取扱い）  

２－１１ 対象労働者の週の労働時間が３５時間である。フルタイム労働者の取扱いとなるか。  

⇒ 事業所の所定労働時間が３５時間であればフルタイム労働者となりますが、就業規則に定

められていることが必要です。労働者が１０人未満の事業所で就業規則を作成していない場

合は、申立書等により確認させていただきます。（申請の前後を問わず、同一の事業所にお

いて、３５時間を超える所定労働時間の労働者の存在が確認された場合は、助成金の交付額

全額について交付決定を取消し、既に支払われた助成金については返還を求める場合があり

ます。）  

 

 

（外国人労働者の取扱い）  

２－１２ 外国人労働者を雇い入れた場合でも、所定の要件を満たしていれば、助成対象とな

りますか。  

⇒ 雇入れ時点において、就労が認められる在留資格（在留資格に定められた範囲で就労が認

められる在留資格１７種類、就労活動に制限がない在留資格４種類。厚生労働省ホームペー

ジ参照。）のうち通常在留期間の更新が見込まれるものを保有している方、又は、資格取得

後引き続き就労を予定しているＥＰＡに基づく外国人看護士・介護福祉士等については、要

件を満たせば助成対象となります。外国人技能実習制度による技能研修生については、実習

期間終了後に帰国する前提のため助成対象となりません。  

なお、本助成金では、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」を要件としておりますが、「更新が可能な１年以上の有期雇用」とは、特段の

事情がなければ順次更新を繰り返していくことを想定した「期間の定めのない雇用」と同等

の雇用契約を求めるものであり、助成対象期間（最大３年間）の雇用が担保されていれば、

助成対象となるものではありません。  

また、外国人の方を対象労働者として交付申請する場合は、当該外国人の在留資格が上記

に該当するものであるかどうか入国管理局等に御確認いただくとともに、「在留カード」（中

長期在留者の方）または「特別永住者証明書」（特別永住者の方）の写しを添付書類として

御提出ください（みなし期間内の方であれば、外国人登録証明書でも可）。  

【参考】「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方（法務省）  

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf  

 

 

（派遣労働者の取扱い）  

２－１３ 派遣元と有期雇用契約を締結しており、当該雇用が期間満了により終了することが

明らかである労働者について、派遣先の企業（紹介予定派遣により派遣を受けている場合を

含む。）において、「期間の定めのない雇用契約」又は「更新が可能な１年以上の有期雇用

契約」で雇い入れ、引き続き派遣先企業に従事させた場合、助成対象となるか。  

⇒ 他の要件を満たしていれば、再雇用者として助成対象となり得ます。（注）  

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf
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注）本助成金においては、再雇用者は、新規雇用者１人に対して４人を限度（雇い入れた対

象労働者の8割以内）として助成対象となるため、新規雇用者を雇用していない場合は助成対

象となりません。  

 

 

（事業主都合により解雇等した場合の取扱い）  

２－１４ 石巻市事業復興型雇用創出助成金交付要綱第４条第２項（２）、石巻市事業復興型

雇用創出助成金（新型）交付要綱第５条第２項（２）、石巻市事業復興型雇用創出助成金（中

小企業型）交付要綱第５条第２項（２）において、「平成２３年１１月２１日以降に、助成

の対象となる事業所で労働者を事業主都合により解雇（勧奨退職等を含む。）又は雇い止め

した事実がある場合は、その人数に相当する労働者は助成対象としない」旨が規定されてい

ますが、具体的な例で示して欲しい。  

⇒ 次の例を参照願います。  

平成２５年４月１０日  

労働者Ａを「期間の定めのない雇用」で新たに雇い入れ（助成対象）  

平成２５年４月１５日  

既存の労働者Ｂ（期間の定めのない雇用）を事業主都合により解雇  

平成２５年５月１日  

労働者Ｃを「期間の定めのない雇用」で新たに雇い入れ（Ｂの解雇後１人目の雇入れのため

助成対象外）  

平成２５年５月１５日  

労働者Ｄを「更新が可能な１年以上の有期雇用」で新たに雇い入れ（Ｂの解雇後２人目の雇

入れのため助成対象となる。） 

平成２５年５月２９日  

既存の労働者Ｅ（６か月の有期雇用）を事業主都合により雇い止め（注）  

注）雇用契約期間等にかかわらず、平成２３年１１月２１日以降に事業主都合により解雇（勧

奨退職等を含む。）又は雇い止めした者は全て相殺対象人数として計上されます。（雇い止

めの定義については、２－１０を参照願います。）  

平成２５年６月１日  

労働者Ｆを「期間の定めのない雇用」で雇い入れ（Ｅの雇い止め後１人目の雇入れのため助

成対象外）  

平成２５年７月１日  

労働者Ｇを「期間の定めのない雇用」で雇い入れ（Ｅの雇い止め後２人目の雇入れのため助

成対象となる。）  

 

 

（産業政策の支援決定と雇い入れ時期について）  

２－１５ 石巻市の補助金・融資等の対象となることが決定する以前に雇い入れられた者につ

いて、助成対象者とすることができるか。  
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⇒ 対象となりません。対象労働者雇い入れの前に、産業政策の支援決定を受けていることが

条件となります。 

 

 

（転籍） 

２－１６ 転籍により新たに雇い入れた場合、助成対象となるか。 

⇒ 助成対象となりません。 

 

 

（対象労働者の範囲） 

２－１７ 石巻市事業復興型雇用創出助成金（新型）交付要綱第５条第２項（６）、石巻市事

業復興型雇用創出助成金（中小企業型）交付要綱第５条第２項（６）について、「最初の新

規雇用者の雇い入れから２年を経過した後に雇い入れた労働者」とはいかなる場合を指すか。 

⇒ 例えば、中小企業型については、事業所における本助成金の最初の交付申請に係る最も早

い新規雇用者の雇入れが、平成２８年４月１日で、かつ、平成２８年度中に交付申請も行っ

ている事業所である場合、本事業所において助成金の対象となる労働者を平成３０年３月３

１日までに雇い入れれば、中小企業型における助成対象労働者として申請することができま

す。（ただし、その他交付要件も満たしている必要があります。） 

 なお、補充労働者に限り、最初の新規雇用者の雇入れから２年を経過した後に雇い入れた

場合であっても、申請することができます。 

 

 

○交付申請手続  

（平成２３年３月１１日時点の住所の確認）  

３－１ 交付申請等の際に添付する「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」として、運転免許証の写しを提出したい。平成２３年３月１１日

時点で石巻市内に居住しており、以降も同じ住所に居住しているが、平成２３年３月１１日

より後に免許証の更新手続を行っており、交付日は平成２３年３月１１日より後の日付とな

っている。この場合、当該運転免許証の写しを添付書類とすることができるか。  

⇒ 平成２３年３月１２日以降更新した場合は添付書類とすることはできません。「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」については、現住

所と平成２３年３月１１日時点の住所の両方が分かるものを提出する必要があります。上記

の場合は、住民票や戸籍の附票等を御提出願います。（対象労働者の転居状況や居住地の市

町村における住民票の様式等により、証明書類は変わる可能性があります。詳しくは申請の

目的を説明の上、住所地の市町村住民票担当課等に御相談ください。）  

 

 

（解雇等した労働者がいる場合の交付申請書の記載方法）  

３－２ 石巻市事業復興型雇用創出助成金交付要綱第４条第２項（２）、石巻市事業復興型雇
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用創出助成金（新型）交付要綱第５条第２項（２）、石巻市事業復興型雇用創出助成金（中

小企業型）交付要綱第５条第２項（２）において、「平成２３年１１月２１日以降に、助成

の対象となる事業所で労働者を事業主都合により解雇（勧奨退職等を含む。）又は雇い止め

した事実がある場合は、その人数に相当する労働者は助成対象としない」旨が規定されてい

ますが、当該解雇等を行った場合において、当該解雇等した人数を超える対象労働者を雇い

入れたときは、交付申請又は交付変更申請時の「対象労働者一覧」（様式第１号別紙１）に

ついてはどのように記載したらよいか。  

⇒ 石巻市事業復興型雇用創出助成金事務センターにお問い合わせください。 

この場合において、当該解雇又は雇い止めに伴い助成対象外となった労働者（当該解雇等

した人数に相当する新たに雇い入れた労働者）についても、当該解雇等がなければ助成対象

となり得たこと（その他の対象労働者としての要件を満たしていること）を証明いただいた

上で、さらに助成対象者がいることを証明いただく必要があるため、記載した労働者全員に

ついて、①雇用契約書又は雇入通知書等の写し、②官公署で発行した対象労働者の氏名又は

生年月日を確認できる書類の写し（平成２３年３月１１日時点の住所が確認できるものに限

る。）及び③雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し又は雇用保険事業所別被保険者

台帳の写しを提出いただきます。  

なお、平成２３年１１月２１日以降に事業主都合により解雇等した労働者が存在するにも

かかわらず、当該解雇等した人数分の労働者を対象労働者として交付申請を行い、交付決定

を受けた場合は、当該交付決定を取り消した上で、既に交付した助成金がある場合は返還し

ていただくこととなります。 

 

 

（交付決定後に大企業に該当した場合の取扱い）中小企業型のみ 

３－３ 本助成金の交付決定後において、大企業に該当することとなった場合、助成対象外と

なってしまうのか。 

⇒ 既に交付決定を受けている事業所については、助成対象となります。本助成金の交付決定

がなされた事業主が助成対象期間の途中で大企業に該当した場合であっても、中小企業者等

とみなします。ただし、大企業に該当した後の変更申請（増額）は不承認となります。した

がって、交付決定後に大企業に該当した場合の交付額は、大企業に該当する前に交付決定を

受けた事業所の交付決定額となります。 

 

 

（交付決定後に大企業に該当した場合の取扱い）中小企業型のみ 

３－４ ３－３において、大企業に該当した後の変更申請（増額）は不承認になるとのことだ

が、大企業に該当する前に雇い入れた労働者を助成対象とすることはできないのか。 

⇒ できません。石巻市事業復興型雇用創出助成金（中小企業型）交付要綱第３条第１項（５）

に規定しているとおり、交付申請及び変更申請時において中小企業者等に該当することを要

件としているため、変更申請（増額）の対象となる労働者の雇入れが大企業に該当する前で

あっても、変更申請時点で大企業に該当している場合は、不承認となります。 
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（会社の商号等を変更した場合の取扱い）  

３－５ 事業復興型雇用創出助成金の交付決定後において、会社の所在地、名称（商号）、代

表者名、電話番号等を変更した場合、どのような手続が必要か。  

⇒ 当該変更が発生した日、又は当該変更が発生した日が属する市の会計年度の末日のいずれ

か早い日までに、所定の書類を添付の上、石巻市事業復興型雇用創出助成金異動事項等届出

書を提出してください。（助成対象となる事業所の所在地、名称、責任者氏名、電話番号等

を変更した場合の手続も同様です。）  

 

 

（交付額等）  

３－６「対象労働者に係る助成対象期間は、雇入日を起算日として３年間とし、交付申請日

から２か月を超えて遡及して交付することはできない」とはどのようなものか。  

⇒ 下記を参照してください。  

 

（例１）平成３０年７月１日に勤務時間がフルタイムであって期間の定めのない雇用の者を

雇い入れ、平成３０年１０月１日に申請した場合 

 助成対象期間（平成30年7月1日～平成33年6月30日）  

H30     H33  

7/1 8/1 9/1 10/1  6/30  

    ～   

雇入日 遡及交付日 申請日 交付対象期間終了日 

       

新規雇用者 不交付 交付  

 31日 遡及交付期間    

助成対象期間の助成金の交付額 

1年目（助成対象期間：平成30年7月1日～平成31年6月30日） 

助成対象期間の交付日数 365日-31日＝334日 

助成対象期間の交付額 600千円×334日÷365日＝549千円 

2年目（助成対象期間：平成31年7月1日～平成32年6月30日） 助成対象期間の交付額 400千円 

3年目（助成対象期間：平成32年7月1日～平成33年6月30日） 助成対象期間の交付額 200千円 

※交付決定は助成対象期間に属する年度毎に行います。 
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（例２）平成３０年７月１日に勤務時間がフルタイムであって期間の定めのない雇用の者を

雇い入れ平成３０年９月１日に申請した場合 

 助成対象期間（平成30年7月1日～平成33年6月30日）  

H30     H33  

7/1 8/1 9/1 10/1  6/30  

    ～   

雇入日 申請日   交付対象期間終了日 

       

新規雇用者 交付  

 遡及交付期間     

助成対象期間の助成金の交付額 

1年目（助成対象期間：平成30年7月1日～平成31年6月30日） 

 助成対象期間の交付額 600千円 

2年目（助成対象期間：平成31年7月1日～平成32年6月30日） 

 助成対象期間の交付額 400千円 

3年目（助成対象期間：平成32年7月1日～平成33年6月30日） 

 助成対象期間の交付額 200千円 

※交付決定は助成対象期間に属する年度毎に行います。 

 

 

（交付額等）  

３－７ 労働者が交付対象期間中に離職した場合の、当該交付対象期間に係る助成金の交付額

とは。  

⇒ 下記を参照してください。 

 （例１）平成３０年８月１日に勤務時間がフルタイムであって期間の定めのない雇用の者を

雇い入れ、平成３０年度の助成金（３９９千円）の交付決定を行った場合で、対象労働者が

平成３０年９月３０日付けで退職した場合 

 助成対象期間の日数 365日  

H30     H31  

8/1 9/1  9/30  3/31  

    ～   

雇入日 申請日 離職日  交付対象期間終了日 

       

新規雇用者 交付   

 離職日までの日数（61日）     
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助成対象期間中の交付額 

離職日が属する助成対象期間の交付決定額 600千円×243日÷365日＝399千円 

助成対象期間の日数 365日 

助成対象期間の初日から離職日までの日数 61日 

交付額 600千円×61日÷365日＝100千円 

 

 

○その他  

（他の助成金等との併給調整）  

４―１ 雇い入れに係る費用について、国が実施する他の助成金等（旧型・新型については、

地方公共団体が実施する助成金等を含む）の対象となっている場合は、併給ができないこと

とされているが、労働者Ａについては既に他の助成金等の交付対象となることが決定されて

いるが、労働者Ｂについては交付申請等を行っていないときは、労働者Ｂを対象労働者とし

て本助成金の交付申請を行うことは可能か。  

⇒可能です。 

なお、国が交付する雇い入れに係る助成金としては、以下のものがあります。 

また、以下の助成金以外でも、雇入れに係る費用が国又は地方公共団体が交付する他の補

助金や融資等の交付対象となっている労働者を対象として、本助成金の交付申請を行うこと

はできません。 

○雇用調整助成金 

－雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金 

○特定求職者雇用開発助成金 

－特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、被災者雇用開発助成金 

○地域雇用開発助成金 

－地域再生中小企業創業助成金 

○通年雇用奨励金 

○派遣労働者雇用安定化特別奨励金 

○キャリア形成促進助成金 

－訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金 

○障害者雇用促進助成金 

－発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金、職場支援従事

者配置助成金、特例子会社等設立促進助成金、障害者就業・生活支援センター設立準備助成

金 

○障害者雇用納付金制度に基づく助成金 

－障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、重度障害者等通勤対策助成金（指 

導員の配置助成金、住宅手当の支払助成金、通勤用バス運転従事者の委嘱助成金、通勤援助

者の委嘱助成金のみ）、障害者能力開発助成金（第１種を除く） 

○成長分野等人材育成支援事業 
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○受給資格者創業支援助成金（職業訓練・雇用管理等に係る費用及び労働者を雇い入れた場

合の助成額のみ） 

○広域団体認定訓練助成金 

○農漁業者雇用支援事業 

○若年者等正規雇用化特別奨励金 

○正規雇用奨励金 

○３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金 

○３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 

○既卒者育成支援奨励金 

○精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金 

○建設業離職者雇用開発助成金 

○人材確保等支援助成金 

－中小企業基盤人材確保助成金、建設教育訓練助成金、建設雇用改善推進助成金 

○雇用創造先導的創業等奨励金 

○実習型雇用支援事業 

－実習型雇用助成金、実習型試行雇用奨励金 

○石巻市産業創造助成金 


