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 概  要  

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者（60 歳以上 65 歳未満）、障害者等の就職が  

特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65 歳 

以上の離職者を 1 年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額

の一部の助成を行います。 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html#hid2 

 

 

○ 特定就職困難者コース 

【主な受給の要件】 

高年齢者（60 歳以上～65 歳未満）、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な

運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用すること

が確実である(６５歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して２年 

以上である)労働者（雇用保険の一般被保険者）として雇い入れること。 

 

○ 生涯現役コース 

【主な受給の要件】 

雇入れ日の満年齢が 65 歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことので

きる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、1 年以上継続して雇用することが確実な労

働者（雇用保険の高年齢被保険者）として雇い入れること。 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ先  

事業所の所在地を管轄する労働局 

 または、最寄りのハローワーク 

 

１４ 特定求職者雇用開発助成金 



- 15 - 

 

 

 

 

 概  要  

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業

者に委託したり、求職活動のための休暇を付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託 

して実施した事業主に、助成金が支給されます。 

以下の場合に助成金の対象となります。 

 

①再就職支援 離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託した

場合の助成 

（再就職支援委託時と（中小企業事業主）と再就職実現時に

支給） 

 訓練 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金を上乗

せします。 

（再就職実現時のみ支給） 

グループワーク 再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助

成金を上乗せします。 

（再就職実現時のみ支給） 

②休暇付与支援 就職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇

を与えた場合の助成 

（再就職実現時のみ支給） 

③職業訓練実施支援 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に

委託して実施する場合の助成 

（再就職実現時のみ支給） 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_idou.html 

 

 

 問い合わせ先  

事業所の所在地を管轄する労働局 

 または、最寄りのハローワーク 

 

１５ 労働移動支援助成金 
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 概  要  

 トライアル雇用は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則３か月間の試行雇用すること

により、その適正や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。 

労働者の適正を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、労働者と雇用主とのミスマッチ

を防ぐことができ、また早期就職の実現や、雇用機会の創設を図ることができます。 

 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html 

 

主な受給要件 

 次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となり 

ます。 

 ①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する。 

 ②紹介日時点で、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。 

 ③紹介日の前日から過去２年以内に、２回以上離職や転職を繰り返している。 

 ④紹介日の前日時点で、離職している期間が１年を超えている。 

 ⑤妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が１年

を超えている。 

 ⑥就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する（生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭

の父、日雇労働者、中国残留邦人等永住帰国者、住所喪失不安定就労者等）。 

受給額 

対象労働者１人につき、月額 40,000 円（支給上限：最大３か月分まで） 

 

※平成２９年４月からの変更内容のお知らせ 

 中小建設事業主が若年者（35 歳未満）又は女性を建設技能労働者等として、一定期間試行雇用しトラ

イアル雇用助成金の支給を受けた場合に、建設労働者確保育成助成金の受給ができるようになりました。

詳細は建設労働者確保育成助成金のリーフレットを御確認ください。 

 

 

 

 問い合わせ先  

最寄りのハローワーク 

 

１６ トライアル雇用助成金 
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 概  要  

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた

事業主が、一時的な雇用調整（休業、教育訓練または出向）を実施することによって、従業員の

雇用を維持した場合に助成されます。 

平成 2８年 8 月 1 日から、1 人 1 日あたりの受給額の上限が「7,８１０円→7,７７５円」に変

更となりました。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou

/kyufukin/pageL07.html 

 

 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 

(1)雇用保険の適用事業主であること。  

(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近３か月間の月平均値が前年同期に

比べて 10％以上減少していること。  

(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近

３か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は 10％を超えてかつ 4 人以上、中小企

業の場合は 5％を超えてかつ 6 人以上増加していないこと。  

(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。  

〔1〕休業の場合 

労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。（※１）  

※１ 事業所の従業員（被保険者）全員について一斉に１時間以上実施されるものであっても可。 

〔2〕教育訓練の場合 

〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を

目的とするものであり、当該受講日において業務に就かないものであること（※２）。  

※２ 受講者本人の レポート等の提出が必要です。 

〔3〕出向の場合 

対象期間内に開始され、３か月以上１年以内に出向元事業所に復帰するものであること。 

 (5)過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新た

に対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。 

 

 問い合わせ先  

最寄のハローワーク 

 

１７ 雇用調整助成金 
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 概  要  

「ジョブカフェちば」は、平成１６年６月、千葉県が設置し、国や県等の財政援助の元、公益

財団法人千葉県産業振興センターが運営を担う、若者の就職支援と企業の採用支援を総合的に実

施する施設です。若年求職者への支援と連携し、企業と求職者にミスマッチのない雇用を目指し

ています。 

 

http://www.jobcafe-chiba.jp/company/index.hyml 

 

利用のメリット 

 １ 求人情報を公開 

ジョブカフェちばを利用する１５歳～３９歳の若者に求人票を提供します。 

○就職支援を通し、若者のニーズ・動向をつかんでいるため的確な採用活動の実現が可能です。 

○カウンセリングやセミナーを受けた意欲の高い若者からの応募が見込めます。 

２ 若者と交流できるイベントの開催 

   ジョブカフェちばを利用する若者に自社の魅力を直接伝えることができるイベントを開催。若者

との相互理解を深め、ミスマッチのない採用を目指しています。 

３ 採用・人材育成などに関する相談 

  ○採用支援アドバイザー 

   経営・金融・技術・ＩＴ相談等の窓口を一本化し、経営資源に対する支援をワンストップで提供

します。 

  ○採用に関するヒント 

   募集広告から入社時対応まで、採用活動をするにあたってのポイントを整理して紹介しています。 

 ４ 採用・定着支援に関するセミナーの開催 

  ○スキルアップ、意欲向上などを目的としたセミナー等を企画しています。 

 

 

 

 問い合わせ先  

ジョブカフェちば・オフィス 

〒273-0005 船橋市本町 3-32-20 東信船橋ビル 3 階 

TEL：047-460-5500 

 

１8 ジョブカフェちば 
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 概  要  

中小企業基盤整備機構は、全国９箇所に設置されている中小企業大学校等を活用しながら、 

中小企業の“人づくり”のため、中小企業支援担当者等に対する研修と、中小企業の経営者・   

管理者等に対する高度で専門的な研修を実施しています。 

 

 

http://www.smrj.go.jp/institute/index.html 

 

 

○中小企業向け研修 

 1.受講対象  

中小企業の経営者、経営幹部、管理者、将来の幹部・管理者候補 

2.主な研修分野 

企業経営・経営戦略、経営管理、財務管理、人事・組織、販売・マーケティング、生産管理、     

業種別、その他 

3.研修の特徴 

①各専門領域ごとの充実した講師陣と豊富な研修ノウハウに基づいた研修カリキュラム 

  ②地域の特色・ニーズに的確に対応するテーマ設定 

  ③座学に加え、演習やグループディスカッション、事例研究、実習などを多数取り入れ、受講者

自らが考え、課題解決力を身に付けられるよう工夫された研修 

  ④自社の経営データを持ち寄った経営課題分析により現場ですぐに使える具体的・実践的な研修 

  ⑤異業種の受講生や受講ＯＢ企業との交流を通じて得られるヒューマンネットワーク 

 

 

 

 

 

 問い合わせ先  

独立行政法人 中小企業基盤整備機構（略称：中小機構） 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

TEL：03-3433-881 

 

１９ 中小企業大学校の研修 
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 概  要  

雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技

能の普及に対して助成する制度です。 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/do1-1.html 

 

○助成メニューは以下の４類型です。 

(1) 特定訓練コース  

(2) 一般訓練コース 

(3) キャリア形成支援制度導入コース 

(4) 職業能力検定制度導入コース 

 ○主な受給要件 

   助成金を活用できる事業主等や支給対象職業訓練については、さまざまな要件があります。 

この他にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記 

の「問い合わせ先」までお問い合わせください。 

 ○受給額 

支給対象となる訓練 賃金助成 

（1 人 1 時間当たり） 

経費助成 実施助成 

（1 人 1 時間当たり） 

 生産性要件

を満たす 

場合 

 生産性要件

を満たす 

場合 

 生産性要件

を満たす 

場合 

特定訓練コース Off-JT 760 円 

(380 円） 

960 円 

(480 円) 

45% 

(30%) 

60% 

(45%) 

― ― 

OJT ― ― ― ― 665 円 

(380 円) 

840 円 

(480 円) 

一般訓練コース Off-JT 380 円 480 円 30% 45% ― ― 

支給対象となる 

制度 

制度導入助成 

 生産性要件を満たす場合 

キャリア形成支援 

制度導入コース 

47.5 万円 60 万円 

職業能力検定 

制度導入コース 

・事業主団体等に対しては経費助成のみとなります。 

・業界検定制度の導入に係る助成対象は、事業主団体等（２／３）となります。 

・一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を 

対象に経費助成率引き上げ 

・一般訓練を事業主が実施する場合に、セルフ・キャリアドックの実施を要件とします。 

 

 問い合わせ先  

事業所の所在地を管轄する労働局 

２０ 人材開発支援助成金 
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 概  要  

企業の成長・発展には、競争力及び経営資源を強化する「人材育成」が欠かせません。 

高齢・障害・求職者雇用支援機構では、企業の生産現場で働く在職者が抱える課題解決のため、

生産性の向上や業務の改善、新たな製品の創造に必要な専門的知識及び技能・技術を習得する職

業訓練を実施しています。 

在職者訓練の実施にあたっては、高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する在職者訓練の基

準を定めており、当該基準に基づき、訓練コースを設定しています。 

 また、各職業能力開発大学校では、製品等の高付加価値や事業の新分野展開を担う在職者のた

め、問題解決力や分析力等に必要な専門的かつ応用的な知識及び技能・技術を習得する在職者訓

練（企業スクール）を実施しています。 

 

http://www.jeed.or.jp/js/jigyonushi/d-1.html 

 

 １ 対象者 

  在職者の方 

２ 訓練コースの概要 

 （１）実施施設    

   職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発促進センター 

 （２）訓練期間、訓練時間等 

   訓練コースにより異なりますが、比較的短期間（２日～５日間）の日程で、平日の昼間を

中心に、土日、夜間など幅広く設定 

 （３）訓練内容 

   生産性の向上や、新たな製品づくりといった企業の生産現場が抱える問題解決のために、

機械系。電気・電子系、居住系の「ものづくり分野」を中心として、設計・開発、加工・組

立、工事・施工、設備保全などの、実習を中心とした訓練コースを体系的に実施。 

 

 問い合わせ先  

ポリテクセンター千葉 訓練第二課 

〒263-0004 千葉市稲毛区六方町 274 

TEL：043-422-4622 

 

２１ 在職者訓練 

（能力開発セミナー・企業人スクール） 



- 22 - 

 

 

 

 

 概  要  

建設雇用改善助成金とは中小建設事業主※等が建設労働者の技能の向上のために教育訓練を

行った場合や建設労働者に対する雇用改善等の措置について、経費や賃金の一部を助成すること

によって、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする制度です。  

 

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kensetsu-josei.html 

 

 

○建設労働者の技能向上を図りたい → 建設教育訓練助成金 

例）・職業能力開発促進法に規定する建設関連の認定訓練を受けさせたい。 

・労働安全衛生法で定められた特別教育・技能講習・教習を受けさせたい。 

・技能検定にチャレンジさせたい。 

・建設業以外の新分野へ進出し、労働者に教育訓練を受けさせたい。 

 

○建設労働者の雇用管理の改善を図りたい → 建設雇用改善推進助成金  

例）・労働者の雇用の管理に関し必要な知識を習得させるための研修を受けさせたい。 

・期間を定めて雇用する建設労働者に対して健康診断を受診させたい。 

・建設現場においてより快適で清潔な環境で仕事ができるように、作業員宿舎・作業員施

設、食堂、休憩室等の整備を行いたい。 

・建設労働者の募集・採用を行うための企業案内を作成したい。 

 

※｢建設事業主｣とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいいます。建設労働者を雇用

しないで自ら建設業を行ういわゆる一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行

っている事業主は、この助成金の対象となる建設事業主にはあたりません。 

※｢中小建設事業主｣とは、「建設事業主」のうち資本金若しくは出資総額が３億円以下、又は、

常用労働者数が３００人以下の建設事業主をいいます。 

 

 

 問い合わせ先  

事業所の所在地を管轄する労働局 

 

２２ 建設雇用改善助成金 
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 概  要  

建設会社で雇用管理を担当されている方々が、不安や疑問に感じている雇用管理上の課題を、

建設業の雇用管理に詳しい講師が、最新の情報をもとにわかりやすく説明します。 

参加費は無料です。 

 

 

http://jinzaikakuho.chosakai.ne.jp/about/seminar.php 

 

 

 カリキュラム  

 （１）建設業の人材不足の現状 

 （２）社会保険未加入問題の現状と課題 

 （３）雇用管理責任者の選任とその役割 

 （４）「魅力ある職場づくり」の必要性とメリット 

 （５）建設業で活用可能な助成金制度 

 （６）質疑応答とアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ先  

（株）労働調査会 雇用管理改善促進部 

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 2-4-5 調査会ビル 

  TEL：03-3915-6415 

 

２３ 雇用管理改善啓発セミナー 
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 概  要  

千葉労働局では、雇用管理の改善の必要性や具体的な進め方に関心を持っている中小建設会社

を対象に、雇用管理アドバイザーを派遣して、魅力ある職場づくりに役立つ相談支援を行います。 

費用はすべて無料で、最大 8 回まで相談支援を受けられます。 

 

http://jinzaikakuho.chosakai.ne.jp/about/consultation.php 

 

 

 雇用管理アドバイザーとは  

 建設業における人事・労務管理に精通した社会保険労務士が務めます。中小建設会社からの 

要請にもとづいて企業訪問し、雇用管理の改善を進める上での課題を整理し、課題解決のための

手順・方法などについて相談支援を行います。 

 

＜相談例＞ 

 １ 若年者の入職と職場の定着率を高めたい 

 ２ 賃金体系や賞与制度の課題を指摘してもらいたい 

 ３ 社員の士気があがる人事考課・評価制度を作りたい 

 ４ 外国人の技能実習生を受け入れたい 

５ 社会保険未加入対策について知りたい 

 ６ 定年後の継続雇用者のために多様な就労形態を導入したい 

 ７ 女性の技能労働者が活躍できる職場環境を整えたい 

 ８ マイナンバー制度対応と社内規定を作りたい 

９ 建設労働者確保育成助成金制度の活用方法を知りたい     など様々な課題 

 

 

 問い合わせ先  

（株）労働調査会 雇用管理改善促進部 

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 2-4-5 調査会ビル 

  TEL：03-3915-6415 

 

２４ 雇用管理アドバイザーによる相談支援 


