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大阪労働局助成金センター

ハローワーク等の紹介で60歳 以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母等、
生活保護受給者などの就職困難者(働きたくても就職が難しい方)を継続し
て雇用する労働者として雇い入れる事業主を助成します。

①長期不安定雇用者雇用開発コースの見直し
就職水河期世代などの正社員経験がない又は乏しい就職困難者に対し、

より適正な支援ができるよう、対象労働者の要件の一部見直しとともに、
コースの名称を変更

・「長期不安定雇用者雇用開発コース」 ⇒ 「安定雇用実現コース」
・<要件の変更>

雇入れ日の前日から
起算して過去10年間に

5回以上離職又は転職

を繰り返している者

通常の労働者として雇用された

期間を通算した期間が1年以下
であり、雇入れ日の前日から起

算して過去1年間に通常の労働
者として雇用されたことがない者<30年度>

労働移動支援助成金

(中 途採用拡大コース )

生涯現役起業支援助成金

<31年度>

中途採用拡大コース

UI」ターンコース(新設 )

生涯現役起業支援コース

①中途採用拡大コース
中途採用者の雇用管理制度を整備 した上で中途採用者の採用を拡大

(C中途採用率の拡大又は045歳以上を初めて雇用)させた場合に助成

②生活保護受給者等雇用開発コースの見直し
対象となる労働者について、地方公共団体の就労支援のみで就職した下

記の者を追加
・生活保護受給者であつて、被保護者就労支援事業の対象者
・生活困窮者であつて、生活困窮者自立相談支援事業における就労支援
対象者

※対象労働者は、①又は②であること

①地方公共団体の支援若しくはハローワークの支援のいずれかを3カ

月以上受けている者、②地方公共団体及びハローワークの支援を合
計3ヵ月以上受けている者

②UI」ターンコース(新設)

内閣府の地方創生推進交付金を活用して地方公共団体か実施する移住

支援を利用してUI」 ターンをした者を採用した場合に助成

【助威額】採用活動に要した経費の 1/3(1/2)(上 限100万 円)

③生涯現役起業支援コース
中高年齢者(40歳 以上)が起業によって自らの就業機会の創出を図るととも

に、事業運営のために必要となる労働者の雇入れ(人数要件あり)を行う際
に要した雇用創出措置(募集・採用・教育訓練等)に対して助成
< >内、生産性要件該当の場合の上乗せ

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者につい

て、一定期間試行雇用し適性、業務遂行可能性を見極め、雇用機会の創
出を図る事業主を助成します。ハローワーク等の職業紹介が必要です。

○一般トライアルコースの見直し

<対象者の変更>

※生産性要件は3年度経過後の成果主義 (伸 び率6%以上のみ)適用

☆雇用関係助成金の不正受給対策の強化

1不正受給の抑止強化

雇用する障害者の職場定着を図るため、障害特性に応じた雇用管理・雇用

形態の見直しや柔軟な働き方の工夫を講じる事業主等を助成し、障害者等
の職場適応・職場定着を図ります。

「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」、「中小企業障害者多数雇用

施設設置等コース」は平成30年度限りで廃止

不正受給の返還に際して、これまで元本と延滞金を請求していたところを、これらに加えて新たに不正受給額の20%相当額以下の金

額納付
2不 支給期間の延長・対象の拡大

不正受給事業主に対する不支給期間をこれまでの3年間から5年間に延長。役員等が不正受給に関与しており、その者が他の事業主

の役員等となつている場合は、当該他の事業主に対しても5年間の不支給期間を適用

3不 正を行つた社会保険労務士、代理人及び職業訓練実施者への対応

これまで不正受給を行つた事業主に対してのみ返還請求できたが、不正に関与した社会保険労務士、代理人又は職業訓練実施者を連

帯債務者として設定し返還請求。加えて、当該処分を受けてから5年間は関わる助成金の申請は支給対象外。事業主同様に公表対象

※平成31年4月 1日 以降の支給申請より、改正後の「支給要件確認申立書 陸提出いただくことにより同意いただきます。

詳しくは大阪労働局助成金センター (TELЮ 6¨ 7669‐ 8900)ま でお問い合わせください。

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等に対し、再就

職の支援や、雇入れを行う事業主を助成します。

中途採用拡大コースについて、「中途採用等支援助成金」(新設)に移行

<30年度 >           <31年 度 >

再就職支援コース

早期雇入れ支援コース 早期雇入れ支援コース

中途採用拡大コース

]1中途採用率を引き
上げた場合

1045歳 以上の者を初めて中途採用し
た場合

助成額 50万円 60万 円

70万円 (60歳 以上の者を初

めて採用した場合 )

生産性要件を満たした場
合の上乗せ助成額

25万 円 30万円

・就労経験のない職業に就くことを希望する者

・学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない者

・フリーターや二―卜等で45歳未満の者
・生活困窮者

起業者が60歳 以上の

場合

助成率2/3<25%> 上限 200万 円

起業者が40歳～59歳

の場合
助成率 1/2<25%> 上限 150万 円

労働移動支援助威金の改正 特定求職者雇用開発助威金の改正

トライアル雇用助威金の改正
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改 正 され た 主 な雇 用 関 係 助 成 金 (平 成 31年 4月 1日 施 行 )の 概 要

企業での人材の確保・定着を目的に、雇用管理制度の導入等、労働環境の向上等を図る事業主等に対して助成

する制度です。

■ 働き方改革支援コースの新設

※赤字は改正箇所。 []内 は生産性要件を満たした場合の助成額・率

コース名 助成内容・助成率・額

①雇用管理制度
助成コース

事業主が、新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度
(保育事業主のみ))の 導入を通じて従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成(57[72]万円)を支給。

C)介護福祉機器

助成コース
介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入した場合、介護福祉機

器の導入費用の1/4を支給。さらに、計画期間終了1年経過後の離職率の目標を達成した場合には、導入費用の
20%[35%]を支給。

●介護・保育労働

者雇用管理制度
助成コース

保育事業主または介護事業主が、保育労働者または介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整
備を行つた場合に制度整備助成(50万円)を支給。賃金制度の適切な運用を経て、保育労働者または介護労働者
の離職率に関する目標を達成した場合、計画期間終了可年経過後に日標達成助成(第 1回)(57[72]万 円)を、計
画期間終了3年経過後に目標達成助成〈第2回 )(855[108]万円)を支給。

④人事評価改善等
助成コース

生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離
職率の低下を図る事業主に対して助成。A制度整備助成:50万円 B目 標達成助成 :80万円

⑤設備改善等支援
コース

事業主が雇用管理改善計画を定め、当該計画に係る生産性向上に資する設備投資により生産性を

向上させ、雇用管理改善 (賃金アップ等 )を図る場合に対して助成。下記のA又はBのいずれかを選択。

A雇用管理改善計画期間1年間タイプ
・設備投資費用可75万円以上可,000万円未満。中小企業が対象。
(1)「 雇用管理改善計画」の開始から1年後に計画開始前と比べて、雇用管理改善目標 (賃 金2%アップ等)を達成

した場合に 50万円を支給 【計画達成助成】
(2)「 雇用管理改善計画」の開始から3年後に計画開始前と比べて、生産性向上(6%以上の伸び)・ 雇用

管理改善目標 (賃金6%以上アップ等)を達成した場合に 80万円を支給 【上乗せ助成】
B雇用管理改善計画期間3年間タイプ
・設備投資額と計画目標の達成に応じて定額を助成。
(1)「 雇用管理改善計画」の開始から1年後に計画開始前と比べて、生産性向上(0%以上の伸び)・ 雇用管理改善

目標 (賃金2%以上アップ等〉を達成した場合に下記の額を支給 【計画達成助成 (¬ 回日)】

(2)「 雇用管理改善計画」の開始から2年後に計画開始前と比べて、生産性向上(2%以上の伸び)・ 雇用管理改善
目標 (賃 金4%以上アップ等)を達成した場合に下記の額を支給 【計画達成助成(2回 日)】

(3)「 雇用管理改善計画」の開始から3年後(計画の終期)に計画開始前と比べて、生産性向上(6%以上の伸び)・

雇用管理改善目標 (賃金6%以上アップ等)を達成した場合に下記の額を支給 【目標達成時助成】
<支給額>
・設備投資費用240万 円以上5,000万 円未満の場合(中 小企業のみ)

(1回 目)50万円 (2回 目)50万円 (3回 日)80万円 総額180万 円
・設備投資費用5,000万 円以上可億円未満の場合

(1回 日)50万円 (2回 日)75万円 (3回 日)100万円 総額225万円
・設備投資費用¬億円以上の場合

(1回 日)100万円 (2回 日)150万円 (3回 目)200万円 総額450万円

⑥働き方改革支援
コース(新設 )

働き方改革に取 り組む (※ )上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇 い入

れ 、一定の雇用管理改善を図る場合に対して助成。

※時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場改善意識改善
コース)の支給を受けた中小企業であること

A計画達成助成 (※ 1):雇 入れた労働者1人 当たり60万円(短時間労働者40万円)(上限 10人まで)

B目 標達成助成 (※ 2):生産性要件を満たした場合、追加的に労働者1人当たり15万円(短時間労働者10万
円)(上限10人まで)

※1)新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善 (雇用管理改善計画に盛り込み、実際に実施された措置で

例えば、人材配置の変更その他労働者の負担軽減等)を達成した場合に支給
※2)雇用管理改善計画開始日から3年経過以降に申請し、生産性要件 (伸 び率6%以上の場合のみ)とともに、

離職率の目標 (30%以下)を達成した場合に支給

⑦建設事業主向け
助成コース

①雇用管理制度助成 :一般助成コースの支給額に加え (1回目)57[72]万 円 (2回目)855[108]万円他
②若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業 :実施経費の3/5[3/切 (中小建設事業主以外9/20[3/5])

研修等の受講は、 1人 1日あたり7,600[9,6CXl]円かつ6日分を上限

③作業員宿舎等設置助成 :女性専用作業員施設を賃借した場合、実施経費の3/5[3/4]



改 正 され た主 な雇 用 関 係 助 成 金 (平 成 31年 4月 1日 施 行 )の 概 要

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進する

ため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
■ 「賃金規定等改定コース」の見直し"。「職務評価加算」を1事業所当たり1回までに制限

■「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の見直し・・・①l人当たり支給額の引上げ、②l事業所当たりの支給申請
上限人数を30人から45人に拡充 ※本コースは令和2年 3月 31日 までの暫定措置となります。

■「短時間労働者労働時間延長コース」の見直し"・ ①l人当たり支給額の引上げ、②l事業所当たりの支給申請上限
人数を15人から45人に拡充 ※本取扱いは令和2年 3月 31日 まで

※赤字は改正箇所。[]内は生産性要件を満たした場合の助成額・率。( )は中小企業以外

助 成 内 容 額成助

１

正
社
員
化
支
援

①正社員化コース
有期契約労働者等を

。正規雇用労働者等

に転換 または

。直接雇用 した場合
(1年度 20人限度 )

①有期→正規 :1人当たり 57万 円 [フ 2万円](42万 7′ 500円 [54万 円])

②有期→無期 :1人当たり28万 5′ 000円 [36万 円](21万 3′ 750円 [27万 円 ])

O無期→正規 :1人当たり28万 5′ 000円 [36万 円](21万 3′ 750円 [27万 円 ])

※醐 こは「多‖咤畑口出員 0鶴り嘔・睡 。,日時間回繁Uり 」を聟だヽ
※シ醐 動音を派遣先で正規国零等として画調 明する場象 ①Эl人当たり2855岬   [I万円鵬
※母子烈自の母等又は父子家庭の父の場頷 若者認定事業主におけるI歳未満の者味
Cl人当たり明 5mXll円[2万円]、 2_31人当たリヘ万 =500R[6万円]加算

※勤務地・¨ 損 市り資を新たに規定した場へ ①Э l事業当たり明 、岬   [12万円](〃51′期   [蛎
円])力噂 ※ ( )書きがなυヽ隋 詳円は 中 Jて撻凱炒卜とも同額

２
処
遇
改
善
支
援

②賃金規定等改定コース
全て又は一部の有期契約

労働者等の基本給の賃金
規定等を改定し、 20/0以

上増額

(1年度1回 100人まで)

①全ての賃金規定等 F●中

対象労働者数が、
1～3人 :9万 5′000円 [12万円](7万 1′ 250円 [9万円])

4～ 6人 : 19万円[24]万円 (14万 2′ 500円 [18万 円])

7～ 10人 :28万 5′000円 [36万円](19万円 [24万 円])

11～ 100人 :2万 8′ 500円 [3万 6′ 000円 ](1万 9′ 000円 [2万 4′ 000円 ])×人数
②雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定

対象労働者数が、
1～3人 :4万 7′500円 [6万円](3万 3′250円 [4万 2′000円 ])

4～6人 :9万 5′000円 [12万円](7万 1′ 250円 [9万円])

7～ 10人 :14万 2′ 500円 [18万円](9万 5′000円 [12万円])

11～ 100人 :1万 4′ 250円 [1万 8′ 000円 ](9′ 500円 [1万 2′000円 ])× 人数

※中小企業において396以上増額した場合、
・全ての賃金規定等改定 :1人当たり1万4′ 250円 [1万 8′ 000円 ]加算
・雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定 :1人当たり7′ 600円 [9′ 600円 ]力日算

※「職務評価」の手法の活用により実施 した場合、
1事業所当たり19万円[24万円](14万 2′ 500円 [18万円])カロ算 (1事業所 1回のみ )

0健康診断制度コース

有期契約労働者等を対象に
「法定外の健康診断制度」を

新たに規定し、4人以上実施

1事業所当たり38万円[48万 円](28万 5′ 000円 [36万円])
(1事業所 1回のみ )

_4賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等と正社員と
の共通の賃金規定等を新たに

規定・適用

1事業所当たり5フ万 円 [72万 円](42万 7′ 500円 [54万円 ])
※ 2人日以降の対象となる有期契約労働者等、

1人当たり2万円[2万4′ 000円 ](1万 5′ 000円 [1万 8′ 000円 ])カロ算

(1事業所 1回のみ )

(上限20人まで)

31諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等と正社員と
の共通の諸手当制度を新たに

規定・適用

1事業所当たり38万円[48万 円](28万 5′ 000円 [36万円]) (1事業所 1回のみ )

※ 2人日以降の対象となる有期契約労働者等、
1人当たり1万 5′ 000円 [1万 8′ 000円 ](1万 2′ 000円 [1万 4′ 000円 ])カロ算 (上限 20人まで)

※共有化した諸手当 2つ目以降につき、
1手当当たり16万円[19万 2′ 000円 ](12万 円[14万 4′ 000円 ])カロ算 (上限 10手当まで )

C選択的雇用拡大導入時処遇
改善コース 伶利讚崚 o冬了)

5∞人以下の企業で短時間労

働者の社会保険適用拡大を新
たに導入する際に、有期契約
労働者等の賃金引上げを実施

1人当たり
3%以上
5%以上
7%以上

10%以 上
14%以 上

(1事業所 1回のみ 45人まで)

:2万 9′ 000円 [3万 6′000円 ](2万 2′000円 [2万 7′000円 ])
:4万 7′000円 [6万円](3万 6′000円 [4万 5′ 000円 ])
:6万 6′000円 [8万 3′000円](5万円 [6万 3′000円 ])
:9万 4′ 000円 [11万 9′ 000円](7万 1′ 000円 [8万 9′ 000円 ])

:13万 2′000円 [16万 6′000円 ](9万 9′ 000円 [12万 5′000円 ])

0¨ 働時間延長
コース

有期契約労働者等の週所定労

働時間を 5時間以上延長し、
社会保険を新たに適用

1人当たり22万 5′ 000円 [28万 4′ 000円](16万 9′ 000円 [21万 3′ 000円 ])
※上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働者の手取
りが減少しない取組をした場合、 1時間以上 5時間未満延長でも助成 (※ 令和2年 3月 3■ 日までの経過措置)

1時間以上2時間未満 :4万 5′ 000円 [5万 7′ 000円](3万 4′ 000円 [4万 3′000円 ])

2時間以上3時間未満 :9万円[11万 4′ 000円 ](6万 8′ 000円 [8万 6′ 000円 ])

,膊闇銃士爺冨棄鸞:1:吾髯l::男7財&昇易](::勇 :::88胃 ll男肇覇ド?T凛度45人まで)

キヤリアアツプ助成金の主な変更内容

平成 31年度の内容



改 正 され た主 な雇 用 関 係 助J金 上王J菫旦豊望 J狙 且施 行 )の 概 要

労働者の職業生活設計の全期間を通じて職業能力開発を効果的に促進するため、職務関連の専門的な知識・技能の習得のための

職業訓練等を計画に沿つて実施する場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

■ 一般訓練コースの見直し…・対象事業主に中小企業事業主以外の事業主 (大企業)を追加

■ 教育訓練休暇付与コースの見直し“・①対象事業主に中小企業事業主以外の事業主 (大企業)を追加、②長期の教育訓練休暇

制度を導入し、120日 以上の体暇取得実績が生じた事業主に対する助成措置を設ける。

■ 建設労働者認定訓練コースの見直し―・賃金助成について、助成額が中小建設事業主の賃金負担の実態に即した水準となるよう

に助成額を見直す。
■ 建設労働者技能実習コースの見直し…・賃金助成について、技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受

けるための取組を行つている者として職業安定局長が定めるもの (建設キヤリアアップシステムの登録者 (システム登録者))である

場合、平成31年 4月 1日 から令和2年 3月 31日 までに技能実習を開始した場合に限り、助成額を見直す。
■ 生産性要件の適用方法の変更 "・ 各コースについて、従来の実績主義から成果主義 (副‖練開始年度の前年度とその3年後の生産

性を比較)に変更 (※教育訓練休暇付与コース内の新設休暇制度は同じ扱いになるが、従来の体暇制度は実績主義c特定訓練
コースは平成30年度から変更済み。障害者職業能力開発コースは生産性要件適用外)。

注),1赤 字は改正箇所 ,「 雇用型訓練」とは、特定分野認定実習併用職業訓練、認定実習併用職業訓練、中高年齢者雇用型訓練をさす .

特定訓練コース 中小企業以外
中小企業

事業主団体等

労働生産性向上訓練

若年人材育成訓練

熟練技能育成・継承訓練

グローバル人材育成訓練

特定分野認定実習併用職

業訓練☆

認定実習併用職業訓練☆

中高年齢者雇用型訓練☆

OFF―」T
経費助成 :45(30)%

【60(4め %(※ 1)】

賃金助成:760(380)円 /時・人

OJT<雇用型訓練に限る>
実施助成:665(380)円 /時。人
左記の訓練中、☆印の訓練

OFF―」丁

経費助成 :60(45)%

【75(60)%(※ 1)】

賃金助成:960(480)円 /時・人

0」T<雇用型訓練に限る>
実施助成:840(480)円 /時・人

左記の訓練中、☆印の訓練

一般訓練コース 中小企業以外

中小企業

事業主団体等

・他の訓練コース以外の

訓練

OFF―」T
経費助成 :30%
賃金助成 :380円 /時・人

OFF―」T
経費助成 :45%
賃金助成 :480円 /時・人

教育訓練休暇付与
コース(①教育訓練
休暇制度、2長期教
育訓練休暇制度)

・中小企業以外
・中小企業

①教育訓練休暇制度
2長期教育訓練休暇制度

①導入助成:30万 円
|_21導入助成:20万 円

賃金助成 6.000円 /日・人

①導入助成:36万 円

2導入助成 24万円
賃金助成 7.200円 /日・人

特別育成訓練コース

(旧キャリアアップ助
成金[人材育成コー
ス])(※ 2)

。中小企業以外
・中小企業

一般職業訓練
有期実習型訓練
中小企業等担い手育成

訓練

OFF―」T
経費助成 :実費 (※ 3)

賃金助成 :760(475)円 /時 。人

0」T<一般職業訓1練を除く>
実施助成 :760(665)円 /時・人

OFF―」T
経費助成 :実費 (※ 3)

賃金助成 :960(600)円 /時・人

0」T<一般職業訓練を除く>
実施助成 :960(840)円 /時。人

建設労働者認定訓練
コース(l日 建設労働

者確保育成助成金 )

・中小建設事業
主

・中小建設事業
主団体 (経費
助成のみ )

・認定職業訓練または指

導員訓練のうち建設関
連の訓練

経費助成 (訓練実施した場

合):広域団体認定訓練助成金
の支給または認定訓練助成事
業費補助金の交付を受けて都
道府県が行う助成により助成

対象経費とされた額の1/6

賃金助成 (雇用する建設労働

者に訓練受講させた場合):

3800円 /日 '人

賃金助成 (雇用する建設労働

者に訓練受講させた場合):

4800円 /日・人

建設労働者技能実習
コース(旧建設労働

者確保育成助成金)

・中小建設事業
主、中小建設

業主団体
・建設事業主、

建設事業主団

体 (女性建設

労働者のみ )

安衛法に基づく教習及び

技能講習や特別教育

能開法に規定する技能

検定試験のための事前

講習

建設業法施行規則に規

定する登録基幹技能者

講習  等

経費助成
20人以下中小企業 :75%
21人以上中小企業 :

35歳未満 :70%
35歳以上 :45%

建設事業主 (女性建設労働

者):       60%
賃金助成

20人以下 :7,600(8360)円 /日・人

21人以上 :6,650(7315)円 /日・人

※( )内 、システム登録者

経費助成
20人以下中小企業190%
21人以上中小企業 :

35歳未満 :85%
35歳以上 :60%

建設事業主 (女性建設労働

者):       75%
賃金助成
20AルスT:9,600(10360)円 /日・人

21人以上 :8,400(9065)円 /日・人

※( )内 、システム登録者

障害者職業能力開発
コース

・事業主
・事業主団体

・障害者職業能力開発訓
練施設等の設置等

,障害者職業能力開発訓
練運営費(人件費、教材
費等)

(施設等)3/4(上 限額 :5,000

万円、更新の場合は1,000万

円)

(運営費)4/5(上 限額 :1人 当

たり17万 円(※ 4)

※11'特定分野認定実習併用職業]‖練において、建設業、製造業、情報通信業の分野 (特定分野)の場合、10若年雇用促進

"

に基づく認定事業主またはセルフ

キヤリアドッグ制度導入企業の場合 ※2リト正規雇用労働者が対象 ※31人当たり。訓練時間数に応じた上限額を設定。(中 小企業等担い手育成訓練は

対象外)※4重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者以外は3/4(上 限額16万 円)、 重度障害者等が就職した場合10万 円追加支給

支綸対象となる調練 対象 助成内容 EJfitIF-EJfrE o rFrr'ftrtr;rrt 生産性要件を満たす場合


