
Ⅶ　事業主のための　　

　　　　　支援制度



資本金の額・出資の総額

小売業（飲食店を含む） 5,000万円以下

サービス業 5,000万円以下

卸　売　業 1億円以下

その他業種 3億円以下

50人以下

100人以下

100人以下

300人以下

常時雇用する労働者の数

ま
た
は
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　労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や取組を行う事

業主に対して助成するものであり、仕事と家庭の両立支援のための事業主の取

組の推進を目的としています。

　本助成金は次の7つのコースに分けられます。また、生産性の向上等一定の要

件を満たした場合には、助成額の上乗せがあります。

（1）男性の育児休業取得を促進　→　「出生時両立支援コース」

（2）仕事と介護の両立支援　→　「介護離職防止支援コース」

（3）仕事と育児の両立支援　→　「育児休業等支援コース」

（4）女性の活躍を推進　→　「女性活躍加速化コース」（※1）

（5）仕事と不妊治療の両立支援　→　「不妊治療両立支援コース」

（6）新型コロナウイルス感染症に関する

　　母性健康管理措置　→　「休暇取得支援コース」（※2）

（7）事業所内に保育施設を　→　「事業所内保育施設コース」（※3）

※１　令和4年3月31日までに行動計画を策定・届出をした事業主が対象

※２　令和5年3月31日までに休暇を取得させた場合が対象の予定

※３　新規の申請受付は停止しています　

 Ⅶ　事業主のための支援制度

Ⅶ－１　両立支援等助成金〔雇用関係助成金〕

　中小企業の範囲は、以下のとおりです。

 《生産性要件》

　助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている

場合に、助成の割増等を行います。助成金の支給申請を行う直近の会計年度におけ

る「生産性」がその3年度前に比べて6％以上伸びていること、またはその3年度前

に比べて1％以上（6％未満）伸びていること。

　「生産性」は次の計算式によって計算します。

※付加価値とは、企業の場合、営業利益＋人件費＋減価償却費＋動産・不動産賃借料＋租税公課、

　の式で算定され、直近の会計年度もその3年度前もプラスであることが必要です。

他にも要件がありますので、管轄の都道府県労働局にお問合せください。

生産性　=　付加価値（※）　÷　雇用保険被保険者数

 《中小企業事業主》



1事業年度以内に30％以上上昇した場合：60万円＜75万円＞
2事業年度以内に30％以上上昇した場合：40万円＜65万円＞
3事業年度以内に30％以上上昇した場合：20万円＜35万円＞

20万円
（代替要員を3人以上確保した場合には45万円）

20万円第1種

第2種

支給額

代替要員加算
①

②

28.5万円＜36万円＞

　

28.5万円＜36万円＞

支給額

休業取得時

職場復帰時

②介護両立支援制度

（労働者1人あたり）
③新型コロナウイルス感染症対応特例 5日以上10日未満　20万円

　10日以上　　　　　35万円

①介護休業
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（1）出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）

　男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、

育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。

　①第1種

　男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施する

とともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務の見直

しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に連続5

日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に支給します。

　代替要員加算：男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用（派遣

を含む）した場合

　②第2種

　第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に

30％以上上昇させた場合に支給します。

（2）介護離職防止支援コース

　「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取

得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の

制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

　①介護休業：対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合

②介護両立支援制度：介護のための柔軟な就労形態の制度（*）を導入し、合計

20日以上利用した場合

　（*）介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制

度、介護サービス費用補助等

　③新型コロナウイルス感染症対応特例：新型コロナウイルス感染症への対応

として家族を介護するために特別休暇を取得した場合

※支給額＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

※①～③いずれも1事業主1年度5人まで支給。



③業務代替支援

（1人あたり）

　※10人まで

①育休取得時

④職場復帰後支援

⑤新型コロナウイルス

感染症対応特例

28.5万円＜36万円＞

②職場復帰時

28.5万円＜36万円＞

28.5万円＜36万円＞

1人あたり5万円　※10人まで（上限50万円）

ア　新規雇用（派遣含む）※47.5万円＜60万円＞

イ　手当支給等※10万円＜12万円＞

　※有期労働者加算9.5万円＜12万円＞

A 看護休暇制度 1,000円＜1,200円＞×時間

B 保育サービス費用　実支出額の2/3補助

※①②各2回まで

（無期雇用者・有期雇用者　各1回）

支給額

数値目標達成時

支給額

47.5万円＜60万円＞

※1企業につき1回限り
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（3）育児休業等支援コース

　育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主（①～④は

中小企業事業主）に支給します。

①育休取得時　②職場復帰時：「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プ

ランに沿って対象労働者の円滑な育児休業（3か月以上）の取得・復帰に取り

組んだ場合

③業務代替支援：3か月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が原職等に復

帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規採用

（派遣を含む）又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得

者を原職等に復帰させた場合

④職場復帰後支援：法を上回る子の看護休暇制度（A）や保育サービス費用補助

制度（B）を導入し、労働者が職場復帰後、6か月以内に一定以上利用させた

場合

⑤新型コロナウイルス感染症対応特例：小学校等の臨時休業等により子どもの

世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休

暇の利用者が出た場合

（4）女性活躍加速化コース

　女性労働者が、出産・育児等を理由として退職することなく、能力を高めつつ

働き続けられる職場環境を整備するために、自社における女性の活躍に関する状

況把握・課題分析を行った上で、「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」に基づき、課題解決に相応しい数値目標及び取組目標を盛り込んだ一般事

業主行動計画を策定・公表・届出を行い、取組目標を実施した結果、数値目標を

達成した中小企業事業主に支給します。

※令和4年3月31日をもって本助成金は廃止になっておりますが、令和4年3月31日

　までに行動計画の策定・届出を行った事業主は引き続き申請ができます。



支給額

28.5万円＜36万円＞

28.5万円＜36万円＞

①環境整備、休暇の取得等

②長期休暇の加算

対象労働者1人当たり

支給額

28.5万円

（5人まで）
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（5）不妊治療両立支援コース

　不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のた

めに利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に取得又は利用させた中小企

業事業主に支給します。

①環境整備・休暇の取得等

　不妊治療と仕事の両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両

立支援担当者」を選任するとともに、不妊治療と仕事の両立のための社内ニー

ズの把握、利用可能な制度及び制度の利用を促進する旨の企業トップの方針の

周知を行うこと。

　両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プ

ラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度（*）を合計5日（回）

以上労働者に取得又は利用させた場合
（*）不妊治療のための休暇制度（特定目的・多目的とも可）、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、

フレックスタイム制、テレワーク

②長期休暇の加算

　休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させ３か月以上継続勤

務させた場合

（6）新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース

　新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導に

より、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給（年次有給休暇

で支払われる賃金相当額の6割以上）の休暇制度（年次有給休暇を除く）を設け、

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知

し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給します。

対象となる労働者

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中

の女性労働者（雇用保険被保険者に限る）

対象期間等

令和3年4月1日～令和5年3月31日（注）

注：新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間

※①②1事業主あたり1回限り

※上記に加えて、上記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性

健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を5日以上労働者に取得させ

た場合、1事業主1回限り15万円が支給されます。



1人

2～3人

4～6人

7人以上

10人以上（※2）

1人

2～3人

4～6人

7人以上

10人以上（※2）

1人

2～3人

4～6人

7人以上

10人以上（※2）

1人

2～3人

4～6人

7人以上

10人以上（※2）

30万円

50万円

70万円

100万円

120万円

45万円

70万円

100万円

150万円

180万円

60万円

90万円

150万円

230万円

300万円

90万円

150万円

270万円

450万円

600万円

90円コース
30円

以上

60円コース
30円

以上

45円コース
30円

以上

30円コース
30円

以上

・事業場内最低賃金と

　地域別最低賃金の差額が

　30円以内

・事業場規模100人以下

以下の2つの要件を

満たす事業場

【事業場内最低賃金

　　　　900円未満】

　　　4／5

生産性要件を満たし

た場合は

　　　9／10（※2）

【事業場内最低賃金

　　　　900円以上】

　　　3／4

生産性要件を満たし

た場合は

　　　4／5（※2）

コース
区分

引上
げ率

引き上げる
労働者数

助成
上限額

助成対象事業場 助成率

1企業あたり、支給対象となる経費の30％

※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。

　・1企業あたり100万円

　・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

1企業あたり、支給対象となる経費の20％（生産性要件を満たす場合35％）

※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。

・1企業あたり100万円

・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

目標達成助成

機器等導入助成

助成 支給額
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　良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇

用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主（※）が対象となります。

（1）業務改善助成金（通常コース）

　中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金

（事業場内最低賃金）の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設

備投資等（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）を行い、

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった

費用の一部を助成します。

Ⅶ－２　人材確保等支援助成金（テレワークコース）〔雇用関係助成金〕

Ⅶ－３　労働条件等関係助成金等　

※テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している

　又は試行的に導入していた事業主の方が対象です。

申請期限：令和5年1月31日



①労働時間短縮・年休促進支援コース

②勤務間インターバル導入コース

③労働時間適正管理推進コース

④団体推進コース

４９０万円

 ３４０万円

３４０万円

１，０００万円

※本助成金は国の予算額

に制約されるため、こ

れ以前に、予告なく受

付を締め切る場合があ

ります。

（事業主団体などが構成事業主のため

に実施するもの）

区分 助成額（最大） 申請期限

令和4年11月30日

働き方・休み方コンサルタント 検索
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（2）働き方改革推進支援助成金

　生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、

傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業におけ

る労働時間の設定の改善の促進を目的としています。取組内容により、次の①

～④のコースがあります。

（※1）10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。

・賃金要件：事業場内最低賃金900円未満の事業場

・生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同

じ月に比べて、30％以上減少している事業者

（※2）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指しま

す。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性

を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

Ⅶ－４　働き方・休み方コンサルタントについて

　企業における仕事と生活の調和の推進のための取組を支援するため「働き

方・休み方改善コンサルタント」が、無料で企業の希望に応じて個別に訪問し、

労働時間等の設定改善に向けたアドバイスや資料提供をしています。

　コンサルタントの個別訪問によるアドバイスや資料提供を希望される場合に

は、働き方・休み方改善コンサルタント利用申込書をファックス等により以下

へ送付してください。訪問日等詳細をご連絡します。

☆ 問い合わせ先 ☆　

岡山労働局雇用環境・均等室　ＴＥＬ（０８６）２２５-２０１７

　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ（０８６）２２４-７６９３



おかやま　はぐくまーれ 検索
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　岡山県では、県下各地域において、男女共同参画社会づくりに積極的に取り

組み、その功績が顕著であると認められ、今後もその活動が期待できる個人及

び事業者を表彰しています。

　「おかやま子育て応援宣言企業」は、従業員の子育てや地域における子育て

を応援するための具体的な取組を企業・事業所等に宣言していただき、県が登

録する制度です。登録企業には登録証を交付し、取組内容を県のホームページ

等で紹介します。

　2019年度から、新たなステップとして、従業員の仕事と家庭

の両立支援に、特に積極的な企業等を「アドバンス企業」とし

て認定する制度を開始しました。

＊表彰制度

　登録企業（アドバンス企業）のうち、宣言内容の実現に向

けて特に積極的に取り組み、他の模範となる優れた成果の

あった企業等に岡山県知事賞を贈呈しています。

Ⅶ－５　岡山県男女共同参画社会づくり表彰

Ⅶ－７　おかやま子育て応援宣言企業の登録

 ☆ 問い合わせ先 ☆　

岡山県県民生活部男女共同参画青少年課　　ＴＥＬ（０８６）２２６-０５５３

ホームページへこれまでの受賞企業を紹介しています。

 ☆ 問い合わせ先 ☆　

岡山県保健福祉部子ども未来課　　　ＴＥＬ（０８６）２２６-７３４７

 【令和3年度の受賞事業者】

（株）アイダメカシステム、萩原工業（株）

 【令和3年度の受賞事業者】　※事業者名は受賞時のものです。

（株）ありき、オーエヌ工業（株）、（株）すえ木工、（社福）天神会


