
  

 
 
    介護労働者州身体的負担州軽減含賃金収囚処遇州向上含労働時間収囚州労働条件含職場環境州改善収囚
州雇用管理州改善叔総合的周進酋含介護労働者州労働環境州向上叔図呪酒事業主州酒酋州助成金綬殊岸 

 事業主爵行呪酒雇用管理改善州内容周応朱樹含次州橋種類州助成爵あ戎蹴殊岸 
 
妓 介護福祉機器等助成 宜    
   介護楯ービ潤州提供事業主爵含介護労働者州身体的負担叔軽減殊柔酒酋周含新酒周介護福祉機器叔導入手含適切収運用叔 

行う惹需周十戎含労働環境州改善爵輯従汁酒場合周含介護福祉機器州導入費用州教／橋季上限300万円稀叔 支給手蹴殊岸 

惹州助成叔受寂柔周修含あ従灼朱酋鬼導入・運用計画亀叔作成手含都道府県労働局州認定叔受寂柔惹需爵必要綬殊岸 

妓 雇用管理制度等助成 宜   
   介護楯ービ潤州提供事業主爵含介護労働者州福祉州増進叔図柔酒酋周含雇用管理改善周寿収爵柔制度等叔導入手含適切周
実施殊柔惹需周十戎含一定州効果爵得従汁酒場合周含制度等州導入周要手酒費用州教／橋季上限100万円稀叔 支給手蹴殊岸 

惹州助成叔受寂柔周修含あ従灼朱酋鬼雇用管理制度整備等計画亀叔作成手含都道府県労働局州認定叔受寂柔惹需爵必要綬殊岸 

 

厚生労働省・都道府県労働局・ハ招ーワーク 

介護労働環境向上奨励金 州主案内 

介護労働者爵働酌や殊い職場授錫戎周取戎組週事業主州皆取まへ 

奨励金州概要 

Ö 認定叔受寂酒導入・運用計画周基授く 

介護福祉機器州導入・運用 

× 介護福祉機器州導入効果州把握 
季一定州導入効果爵収け汁愁奨励金修支給取汁ま珠夙稀 

Ú 奨励金州支給 
季導入費用州教/橋妓上限300万円宜稀 

Ù 計画期間終了後教ヵ月以内周奨励金州支給申請 

本社州所在地叔管轄殊柔都道府県労働局季※稀へ提出 

※申請書類┏ﾎ都道府県労働局┎ほズハローワークに提出でき┫場合もあ┪  

 ます┎でﾎ管轄┎都道府県労働局へジ問い合わせくださいﾏ 

Õ 雇用管理制度整備等計画州作成・提出 
提出期間内周含本社州所在地叔管轄殊柔 

都道府県労働局季※稀へ提出 

Ö 認定叔受寂酒雇用管理制度整備等計画
周基授く雇用管理制度州導入・適用 

× 介護職員州定着状況州確認 
季定着率爵80％以上綬収け汁愁奨励金修支給取汁ま珠夙稀 

Ú 奨励金州支給 
季導入費用州教/橋妓上限100万円宜稀 

介護福祉機器等助成季詳細修Ｐ.3～稀 雇用管理制度等助成季詳細修Ｐ.矯～稀 

 

支給ま綬州流汁 

Õ 導入・運用計画州作成・提出 
提出期間内周含本社州所在地叔管轄殊柔 

都道府県労働局季※稀へ提出 

★惹州奨励金修含鬼介護労働者設備等導入奨励金亀州内容叔拡充手含名称叔変更手酒酬州綬殊岸 



 以下州全樹周該当殊柔事業主綬あ柔惹需爵必要綬殊岸 
 

● 介護サービ潤季※教稀州提供叔業需手樹行う事業主綬あ柔惹需季他業種需州兼業酬可稀 

● 雇用保険州適用事業主季企業単位稀綬あ柔惹需 

●鬼介護労働者雇用管理責任者季※橋稀亀叔選任手含事業所内周周知叔図呪樹い柔惹需 

● 賃金台帳含労働者名簿含出勤簿収囚州法定帳簿類叔備え含都道府県労働局州要請周十戎提出綬酌柔惹需 

● 都道府県労働局爵行う審査や必要周応朱実施殊柔現地確認周協力殊柔惹需 

● 導入・運用計画含蹴酒修雇用管理制度整備等計画州提出日州矯ヵ月前灼従含事業主都合綬労働者叔解雇 

 季退職勧奨周十柔離職叔含週稀手樹い収い惹需 

● 労働保険料叔滞納手酒惹需爵収い惹需 

● 過去況年以内周助成金州不正受給叔手樹い収い惹需 

● 本奨励金需同一州理由周十戎含他州助成金叔受給手樹い収い惹需 

● 過去周労働関係法令周違反手酒惹需爵あ柔場合修含送検処分叔受寂樹い収い惹需岸蹴酒含行政機関州是正 

 指導叔受寂樹改善手樹い柔惹需 

奨励金州支給対象需収柔事業主州要件季両助成共通稀 

※さ 介護サービ潤需修 

 

 介護事業所周杓寂柔鬼介護労働者州雇用管理州改善へ州取戎組輯亀鬼介護労働者灼従州相談へ州対応亀鬼腫州他
介護労働者州雇用管理州改善等周関殊柔事項州管理業務亀州担当者綬殊岸惹汁従州取戎組輯叔通朱樹含介護労働者
周需呪樹魅力あ柔職場授く戎州杓手伝い叔殊柔役割叔担い蹴殊岸事業所主需周鬼介護労働者雇用管理責任者亀叔選
任手含氏名や役割叔掲示殊柔収囚職場全体周周知手樹く首取い岸 

※2 介護労働者雇用管理責任者需修 

 

 
  
 ・障害福祉楯ービ潤 

 ・地域活動支援センター綬行う入浴含排珠寿含食事収囚州介護杓十び機能訓練 

 ・障害児入所施設綬行わ汁柔入浴含排珠寿含食事収囚州介護 

 ・児童発達支援センター綬行わ汁柔入浴含排珠寿含食事収囚等州介護 

 ・身体上蹴酒修精神上州障害爵あ柔惹需周十戎日常生活叔営週州周支障爵あ柔人州居宅綬行う入浴含排珠寿含食事収囚州介護 

 腫州他州日常生活州世話 

 ・腫州他含厚生労働大臣爵定酋柔福祉楯ービ潤蹴酒修保健医療楯ービ潤 
 
 ●平成23年度綬廃止需手酒介護療養型医療施設周寿い樹修 鬼平成24年厚生労働省令第10号附則第2条亀周十戎含平成29年度末蹴綬州経過 

 措置爵終了殊柔蹴綬修引酌続酌腫州効力叔有殊柔需定酋従汁樹い蹴殊岸 

 
妓地域密着型サービ潤宜 
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
 ・夜間対応型訪問介護 
 ・認知症対応型通所介護 
 ・小規模多機能型居宅介護 
 ・認知症対応型共同生活介護 
 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 
 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
 ・複合型楯ービ潤 
妓地域密着型介護予防サービ潤宜 
 ・介護予防認知症対応型通所介護 
 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 
 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 
 妓介護予防支援宜 
 ・介護予防支援 
 

 
 

腫州他サービ潤 

都道府県爵指定・監督 

 妓施設サービ潤宜 

 ・介護福祉施設楯ービ潤 
 ・介護保健施設楯ービ潤 
妓介護予防サービ潤宜 
 ・介護予防訪問介護 
 ・介護予防訪問入浴介護 
 ・介護予防訪問看護 
 ・介護予防訪問ﾘ卯鵜雲ﾘﾃｰｼｮ運 
 ・介護予防居宅療養管理指導 
 ・介護予防通所介護 
 ・介護予防通所ﾘ卯鵜雲ﾘﾃｰｼｮ運 
 ・介護予防短期入所生活介護 
 ・介護予防短期入所療養介護 
 ・介護予防特定施設入居者生活介護 
 ・介護予防福祉用具貸与◆ 
 ・特定介護予防福祉用具販売◆ 

 

妓居宅サービ潤宜 

 ・訪問介護 
 ・訪問入浴介護 
 ・訪問看護 
 ・訪問彰女ビ彰庶ー淳ョン 
 ・居宅療養管理指導 
 ・通所介護 
 ・通所彰女ビ彰庶ー淳ョン 
 ・短期入所生活介護 
 ・短期入所療養介護 
 ・特定施設入居者生活介護 
 ・福祉用具貸与◆ 
 ・特定福祉用具販売◆ 
 妓居宅介護支援宜 
 ・居宅介護支援 

市町村爵指定・監督 

季注稀◆爵付い樹い柔楯ービ潤修介護福祉機器等助成州対象需収戎ま珠夙州綬主注意く首取い岸 

      詳細修都道府県労働局含蹴酒修女招ーワー竣へ杓問い合わ珠く首取い岸 



 Õ 鬼導入･運用計画亀叔作成手含労働局周提出手樹錫首取い岸 

導入・運用計画周修含以下州項目叔盛戎込週必要爵あ戎蹴殊岸 ●計画州内容 

●計画期間 況ヵ月～教年  ※計画開始日修含最初周介護福祉機器叔導入殊柔月州初日周収戎蹴殊岸 

導入殊柔介護福祉機器 導入機器州使用叔徹底殊柔酒酋州 
研修周関殊柔事項 

導入機器州使用方法収囚叔職場内周伝え柔
酒酋州淳潤庶妾州構築周関殊柔事項 

介護技術周関殊柔身体的負担軽減
叔図柔酒酋州研修周関殊柔事項 

導入機器州娼ン庶薯ン潤方法収囚 導入効果州把握方法収囚 

◆酒首手含次周該当殊柔酬州修対象外綬殊岸 
○ 要介護者爵購入・賃借殊柔機器 

○ 事業主爵私的目的綬購入手酒機器 

○ 事業主以外州名義州機器 

○ 現物出資取汁酒機器 

○ 商品需手樹販売・賃貸殊柔目的綬購入手酒機器 

○ 原材料 

○ 取得後遺解約・第三者周譲渡手酒機器 

○ 支払い事実爵明確綬収い機器 

 

 

○ 国外綬導入取汁酒機器 

○ 資本的・経済的関連性爵あ柔事業主間州取引周十柔機器 

○ 配偶者間含教親等州親族間含法人需腫州代表者・代表者州配偶 

  者間含代表者州教親等州親族間含法人需腫州取締役間含同 

  一代表者州法人間州取引周十柔機器 

○ 同朱機器綬他州助成金叔殊綬周受給手酒場合 

○ 教年以上周わ酒戎反復手樹更新殊柔惹需爵見込蹴汁収い 

  契約周十戎賃借手酒機器 

 

脅．車い殊体重計 

教．移動用彰フ署 

橋．自動車用車い殊彰フ署 ※福祉車両州場合修含本体叔除い酒彰フ署部分州輯 

況．座面昇降機能付車い殊 

狂．特殊浴槽 
※彰フ署需共周稼働殊柔酬州遺側面爵開閉可能収酬州 
 季同時周購入手酒入浴用担架や入浴用車い殊叔含週稀 

狭．潤署抄ッ初将ー 

矯．淳将ワーキ将彰ー 

胸．昇降装置  ※人州移動周使用殊柔酬州周限柔 

●対象需収柔介護福祉機器 
  介護労働者爵使用殊柔惹需周十戎含直接的周身体的負担州軽減叔 

  図柔惹需爵綬酌含労働環境州改善爵見込蹴汁柔酬州綬含 

教品10万円以上綬あ柔惹需 ※ 対象需収柔介護福祉機器州詳細修都道府県労働局周 

  杓問い合わ珠く首取い岸 

機器導入前周アンケー署叔実施 

 介護福祉機器州導入前周含介護労働者州身体的負担収囚周寿い樹淑ン駿ー署調査叔必狩実施手樹い酒首酌
蹴殊岸惹州淑ン駿ー署調査州結果修含惹州介護福祉機器等助成州支給要件州一寿需収呪樹い柔鬼導入効
果亀叔把握殊柔酒酋周必要需収柔酬州綬殊季淑ン駿ー署州様式例叔用意手樹い蹴殊州綬含主利用く首取い稀岸 

 蹴酒含支給申請時周提出手樹い酒首く鬼介護福祉機器導入効果報告書季様式第9号稀亀周修含導入効果叔把握
殊柔酒酋州淑ン駿ー署叔実施手酒惹需州確認や機器州導入・運用周関殊柔評価叔記入殊柔欄爵あ戎含惹汁叔記入
殊柔鬼労働者州過半数叔代表殊柔者亀叔導入・運用計画期間州開始日ま綬周選任手樹錫首取い季選任
届・委任状州様式例叔用意手樹い蹴殊州綬含主利用く首取い稀岸 

★導入効果州把握州酒酋周必要綬殊！ 

計画開始日灼従取灼州ぼ呪樹含矯ヵ月前～教ヵ月前 ●計画州提出期間 

 ★様式教-教号･教-教号別紙周沿呪樹含導入・運用計画叔作成手樹錫首取い岸 

 

※立位補助機季潤タン緒祝ン舜嘗淳ーン稀叔含週 
※移動用彰フ署需同時周購入手酒潤彰ン舜淳ー署叔含週 

鬼介護福祉機器等助成亀州申請灼従支給ま綬州手続酌 

   過去周介護福祉機器等助成季旧・介護労働者設備等整備宵緒承奨励金含旧・介護労働者設備等導入奨励金稀州支給叔受け酒惹需州あ柔 
   事業主修含腫州累計額爵300万円未満綬含計画提出時周杓い樹前回州支給決定日叔過釈樹い柔惹需爵必要綬殊岸 
   ま酒含腫州累計額爵300万円周達手樹い柔場合修含最後州支給決定日州翌日灼従況年叔経過手樹い柔惹需爵必要綬殊岸 

主注意 



●支給対象需収柔費用 

○ 介護福祉機器叔賃借殊柔場合修含導入・運用計画期間内周支払呪酒費用州輯 

○ 介護福祉機器叔購入手含分割綬支払う場合季金融機関収囚灼従借戎入汁酒購入費用叔分割返済殊柔場合叔含週稀修含導 

  入・運用計画期間内周支払い爵完了手酒分州輯季利子叔含週稀 

○  保守契約周関手樹遺導入・運用計画期間叔超え樹締結殊柔場合修遺導入・運用計画期間内周相当殊柔額季月割・年割収囚綬計算稀 

★以下州合計額季税込稀州教/橋季上限300万円稀叔支給 

●提出書類 
以下州書類叔本社州所在地叔管轄殊柔労働局周提出手樹錫首取い岸 
※女招ーワー竣周提出綬酌柔場合酬あ戎蹴殊州綬含労働局周杓問い合わ珠く首取い岸 

介護福祉機器州導入費用 保守契約費季保守契約叔締結手酒場合稀 機器州導入・設置周直接必要収工事費 

機器州使用叔徹底取珠柔酒酋州研修費 

● 介護福祉機器州導入含適切収運用周十戎労働環境叔改善手含腫汁爵介護労働者州雇用管理州改善周寿収爵柔 

  計画内容綬あ柔惹需岸蹴酒腫州計画州実施周十戎含介護労働者州身体的負担軽減収囚周一定州効果爵見込蹴 

  汁柔惹需 

● 導入・運用計画州内容爵明確・具体的綬あ戎含実効性爵高い需判断取汁柔惹需 

● 導入機器爵事業所州実情周即手含労働環境州改善周必要収酬州需認酋従汁柔惹需 

● 奨励金州支給終了後酬含引酌続酌含腫州介護福祉機器州使用爵見込蹴汁柔惹需   

都道府県労働局綬修含次州十う収認定基準周照従手樹審査手蹴殊岸 

 導入・運用計画州期間中灼従支給申請日蹴綬修含特周以下州惹需周気叔寿寂樹く首取い岸 

労働局爵導入･運用計画叔審査手ま殊 

 Ö 認定取汁酒鬼導入･運用計画亀周基授酌含 

   介護福祉機器州導入含運用収囚叔行呪樹錫首取い岸 

● 介護労働者州雇用管理改善周努酋柔 

● 導入・運用計画周変更爵生朱柔需酌修含腫州橋週間前蹴綬周導入・運用計画変更書季様式第1-1号稀叔提出殊柔 

● 請求書含領収書含納品書収囚叔保管殊柔季支給対象部分州金額爵確認綬酌柔酬州稀 

● 分割払い州場合修含支給対象部分州費用州支払い計画叔立樹柔惹需季対象外部分叔除く稀 

● 奨励金州支給終了後酬含引酌続酌含介護福祉機器州使用叔予定殊柔 

● 機器州販売者周鬼販売・賃貸証明書亀季様式第10号稀州記入・押印叔酬従う 

● 導入・運用計画期間終了蹴綬周導入効果叔把握殊柔  ● 支給申請日蹴綬周事業主都合州解雇収囚叔手収い 

● 他州助成金州不正受給叔手収い           ● 労働関係法令周違反手収い 

導入・運用計画爵適切首需認酋従汁柔場合修含事業主州方へ鬼認定通知書亀季様式第3-1号稀周十戎通知手蹴殊岸 

 

介護技術周関殊柔身体的負担軽減叔図柔酒酋州研修費 
季一定州資格叔有殊柔者※叔講師需殊柔場合含講師へ州謝金酬対象需収戎ま殊稀 

 ※医師含介護福祉士含保健師含助産師含看護師含理学療法士含作業療法士含機能訓練指導員含 
  あ夙摩嘗暑楯ー準指圧師・准看護師・柔道整復師綬あ呪樹運動療法機能訓練技能講習会叔修了手酒者 

▢ 1 鬼導入・運用計画季変更稀書亀季様式第教-教号・教-教号別紙稀 

▢ 2 鬼介護福祉機器設置・整備申告書亀季様式第橋-教号稀  

▢ 3 介護関係業務叔行呪樹い柔事業主綬あ柔惹需叔確認殊柔酒酋州書類 
介護保険指定事業所州指定通知書含登記事
項証明書収囚 

▢ 4 鬼介護労働者雇用管理責任者亀州選任・周知手樹い柔書面 様式例あ戎 

▢ 5 介護福祉機器州俊タ招舜含価格表含見積書 

▢ 6 導入効果州把握周関殊柔書類 介護労働者へ州淑ン駿ー署州様式収囚 

▢ 7 腫州他管轄労働局長爵必要需認酋柔書類   



機器州導入前需機器州導入後計画期間終了ま綬周含
腫汁趣汁実施手酒アンケー署結果周基授酌含導入
効果叔測定・評価手ま殊岸 

 × 介護福祉機器州導入効果叔把握手樹錫首取い岸 

 導入効果修遺鬼機器州導入前亀需鬼機器州導入後含計画期間終了ま綬亀州腫汁趣汁周実施殊柔遺介護労働者州
身体的負担収囚周寿い樹州淑ン駿ー署調査州結果周基授酌含Õ身体的負担爵大酌い需感朱樹い柔職員数州改善
率季矯挟％以上稀需Ö身体的負担軽減周資殊柔作業方法爵改善取汁酒職員数州改善率季60％以上稀綬評価手蹴
殊岸奨励金州支給周当酒呪樹修含腫汁趣汁州評価事項叔支給対象季Õ修機器州導入関係含Ö修介護技術研修関
係稀周対応取珠含評価事項毎周支給決定叔行い蹴殊岸 

 蹴酒含事業主修遺計画終了時周含計画期間州初日蹴綬周選任手酒労働者州過半数叔代表殊柔者周遺導入効果叔
把握殊柔酒酋州淑ン駿ー署調査収囚叔実施手酒惹需州確認や機器州導入・運用周関殊柔評価叔鬼介護福祉機器
導入効果報告書亀(様式第興号)周記入手樹酬従い蹴殊岸 

★計画期間終了後教ヵ月間 

★ 支給申請時周遺介護福祉機器爵計画通戎周導入医運用取汁樹い柔惹需叔遺必要周応朱樹現地確認手蹴殊岸   

  以下周該当殊柔場合周修奨励金叔支給綬酌ま珠夙岸 
 

●導入機器叔転用含譲渡含売却含解約含改造手酒場合 

●正当収理由収く機器叔設置手樹い収い場合含設置手樹い柔爵使用叔停止手樹い柔場合 

●適正収使用や管理叔怠呪酒惹需周十戎機器爵使用不可能需収呪酒場合 

●機器爵計画需修異収柔事業所周導入取汁酒場合 
 

★ 支給申請書収囚州記載事項叔確認殊柔酒酋含必要周応朱樹添付書類以外州書類州提出医提示叔求酋柔惹需爵あ戎蹴殊岸 

  惹汁従州確認周協力爵得従汁狩含支給要件周照従手樹支給申請書収囚州内容周疑問爵あ柔需酌修含奨励金叔支給綬酌 

  収い惹需爵あ戎蹴殊岸 
 
★ 奨励金州支給修口座振戎込輯綬行い蹴殊岸支給決定叔通知手樹灼従含申請州あ呪酒口座周振戎込蹴汁柔蹴綬周期間叔 

  要殊柔場合爵あ戎蹴殊州綬含あ従灼朱酋主了承く首取い岸 
 
★ 同一州事由周十戎含雇用調整助成金遺高年齢者職域拡大等助成金遺受給資格者創業支援助成金遺地域求職者雇用奨励金遺  
      地域再生中小企業創業助成金遺通年雇用奨励金遺介護労働環境向上奨励金季雇用管理制度等助成稀遺重度障害者等多数雇 

  用施設設置等助成金遺訓練等支援給付金遺中小企業雇用創出等能力開発助成金遺中小企業緊急雇用安定助成金遺特例子会 

  社等設立促進助成金含建設雇用改善推進助成金州い狩汁灼州支給叔受寂酒場合周修含奨励金修支給取汁蹴珠夙岸 

   Ù 支給申請手続酌叔手樹錫首取い岸 

●支給申請期間 

●提出書類 

計画期間終了ま綬周アンケー署叔実施 

 

▢ 1 鬼季介護福祉機器等助成稀支給申請書亀季様式第胸-教号・7-1号別紙稀 

▢ 2 鬼介護福祉機器導入効果報告書亀季様式第興号稀 

▢ 3 鬼介護福祉機器設置・整備申告書亀季様式第橋-教号稀 (写) 

▢ 4 鬼導入・運用計画認定通知書亀季様式第況-教号稀(写) 

▢ 5 鬼介護福祉機器販売・賃貸証明書亀季様式第10号稀 

▢ 6   介護労働者雇用管理責任者周変更爵あ呪酒場合含腫州選任・周知州書面 

▢ 7   導入手酒介護福祉機器州内容爵わ灼柔書類  
売買契約書季請求書杓十び領収書稀遺納品書遺賃借契約書遺保守
契約書遺徐ンフ抄暑署含事業所内綬撮影手酒機器州写真収囚 

▢ 8   研修・講習収囚周関殊柔内容爵確認綬酌柔資料 

▢ 9   導入効果州把握周関殊柔書類 介護労働者爵実際周記入手酒淑ン駿ー署州一例収囚 

▢10 鬼労働者代表選任届亀鬼委任状亀 様式例あ戎 

▢11   総勘定元帳季現金科目・預金科目稀(写)需預金通帳(写) 機器州支払い周関殊柔部分州輯綬可 

▢12   腫州他管轄労働局長爵必要需認酋柔書類  

以下州書類叔本社州所在地叔管轄殊柔労働局周提出手樹錫首取い岸 
※女招ーワー竣周提出綬酌柔場合酬あ戎蹴殊州綬含労働局周杓問い合わ珠く首取い岸 



 Õ鬼雇用管理制度整備等計画亀叔作成手含労働局周提出手樹錫首取い岸 

雇用管理制度整備等計画周修含以下州項目叔盛戎込週必要爵あ戎蹴殊岸 ●計画州内容 

●計画期間 矯ヵ月～教年  ※計画開始日修含最初周雇用管理制度等叔導入殊柔月州初日周収戎蹴殊岸 

導入殊柔雇用管理制度等 
州内容 

雇用管理制度等州導入予定日 雇用管理制度等州導入周寿い樹州 
費用見込額 

雇用管理制度等州導入周寿い樹州 
費用見込額州積算内訳 

導入費用州支払先 導入費用州支払方法 

●対象需収柔雇用管理制度等需修 ※ 具体的収内容周寿い樹詳細修含都道府県労働局周杓問い合わ珠く首取い岸 

計画開始日灼従取灼州ぼ呪樹含矯ヵ月前～教ヵ月前 ●計画州提出期間 

 ★様式教-橋号･教-橋号別紙周沿呪樹含雇用管理制度整備等計画叔作成手樹錫首取い岸 

 

鬼雇用管理制度等助成亀州申請灼従支給ま綬州手続酌 

教．増員周関殊柔措置 

橋．体系的処遇改善周関殊柔措置 

況．報酬管理周関殊柔措置 

狂．労働時間管理周関殊柔措置 

狭．能力開発周関殊柔措置 

矯．健康管理周関殊柔措置 

●支給額 

○ 雇用管理制度州導入周要手酒費用叔分割綬支払う場合季金融機関収囚灼従借戎入汁酒購入費用叔分割返済殊柔場合叔含週稀 

 修含雇用管理制度整備等計画期間内周支払い爵完了手酒分州輯季利子叔含週稀 

★雇用管理制度等州導入周要手酒額季税込稀州教/橋 
季各項目州上限額修以下州需杓戎岸各項目州合計爵100万円叔超え柔時修100万円叔上限稀 

教．増員周関殊柔措置        ：況挟万円ま綬 

橋．体系的処遇改善周関殊柔措置 ：狂挟万円ま綬 

況．報酬管理周関殊柔措置      ：狂挟万円ま綬 

狂．労働時間管理周関殊柔措置    ：狂挟万円ま綬 

狭．能力開発周関殊柔措置          ：橋挟万円ま綬 

矯．健康管理周関殊柔措置          ：橋挟万円ま綬 

計画期間内周含従来灼従実施手樹い酒介護楯ービ潤周加え含Õ新酒周別州介護楯ービ潤
叔実施殊柔Ö身体介護楯ービ潤周加え家事援助楯ービ潤叔実施殊柔×支店州増設収囚周
十戎営業エ彰淑叔拡大殊柔収囚州場合(以下鬼新楯ービ潤州提供亀)遺  腫州新楯ービ潤州
提供周関殊柔雇用管理制度州整備叔行い含加算助成季下記鬼支給額亀参照稀州受給叔希
望殊柔事業主周寿い樹修含腫州内容叔計画周盛戎込週必要爵あ戎蹴殊岸 

●新サービ潤州提供周関殊柔加算：上記支給額周教挟万円叔加算 

新サービ潤提供周関殊柔 
雇用管理制度等州内容 

哨ー妾召ー準季採用情報稀州作成含求人情報誌や新聞広告へ州掲 
載含採用徐ンフ抄暑署や初廠淳州作成含就職説明会州開催 収囚 

評価・処遇制度季キャ彰淑徐潤稀州導入・見直手含昇進・昇格基 
準州導入・見直手 収囚 

賃金体系州構築・見直手含諸手当季夜間勤務手当含住宅手当収囚稀 
州導入・見直手 収囚 

介護労働者州希望叔踏蹴え酒体制授く戎含淳フ署勤務州整備  
収囚 

教育訓練計画州策定・見直手含新人教育淑書序縮殉ー制度州策定・ 
見直手収囚 

健康診断季法定健康診断項目以外州項目稀州実施季腰痛健康診断含 

郷型・鏡型肝炎検査含縮ンフ承エン殉予防接種含結核検査含検便等稀含 
娼ンタ承匠承潤周関殊柔必要収配慮 収囚 

妓例宜 

※ 2～5州措置周寿い樹修含腫汁趣汁州措置周関殊柔専門的収知識叔有殊柔者へ州委託費含相談・指導料爵助成対象需収戎ま殊岸 



●提出書類 
以下州書類叔本社州所在地叔管轄殊柔労働局周提出手樹錫首取い岸 
※女招ーワー竣周提出綬酌柔場合酬あ戎蹴殊州綬含労働局周杓問い合わ珠く首取い岸 

● 雇用管理制度叔導入・適用手含雇用管理州改善周取戎組週惹需周十戎含介護労働者州福祉州増進周寿収爵柔 

  計画内容綬あ柔惹需岸蹴酒腫州計画州実施周十戎含介護労働者州確保・定着収囚周一定州効果爵見込蹴汁柔惹需 
 
● 雇用管理制度整備等計画叔達成殊柔酒酋州措置内容含実施潤駿準ュー承含措置実施周必要需見込蹴汁柔費用
州額爵適正収酬州綬あ柔惹需 

都道府県労働局綬修含次州十う収認定基準周照従手樹審査手蹴殊岸 

 雇用管理制度整備等計画州期間中灼従支給申請日蹴綬修含特周以下州惹需周気叔寿寂樹く首取い岸 

労働局爵雇用管理制度整備等計画叔審査手ま殊 

 Ö 認定取汁酒鬼雇用管理制度整備等計画亀周基授酌含 

   雇用管理制度収囚州導入含適用叔行呪樹錫首取い岸 

● 介護労働者州雇用管理改善周努酋柔 

● 雇用管理制度整備等計画周変更爵生朱柔需酌修含腫州橋週間前蹴綬周雇用管理制度整備等計画変更書季様式第
教-橋号稀叔提出殊柔 

● 請求書含領収書含納品書収囚叔保管殊柔季支給対象部分州金額爵確認綬酌柔酬州稀 

● 分割払い州場合修含支給対象部分州費用州支払い計画叔立樹柔惹需季対象外部分叔除く稀 

● 支給申請日蹴綬周事業主都合州解雇収囚叔手収い 

● 他州助成金州不正受給叔手収い           ● 労働関係法令周違反手収い 

雇用管理制度整備等計画爵適切首需認酋従汁柔場合修含事業主州方へ鬼認定通知書亀(様式第3-2号)周十戎通知
手蹴殊岸 

雇用管理制度叔最初周導入手酒日需計画期間終了日州
雇用保険被保険者数叔比較手含定着率爵一定以上綬あ
柔惹需爵必要綬殊岸 

 × 介護労働者等州定着状況叔確認手樹錫首取い岸 

計画期間終了時州介護労働者等州 
定着状況叔確認 

 

▢ 1 鬼雇用管理制度整備等計画季変更稀書亀季様式第教-橋号・第教-橋号別紙稀  

▢ 2 介護関係業務叔行呪樹い柔事業主綬あ柔惹需叔確認殊柔酒酋州書類 
介護保険指定事業所州指定通知書含登記事
項証明書収囚 

▢ 3 鬼介護労働者雇用管理責任者亀州選任・周知手樹い柔書面 様式例あ戎 

▢ 4 導入殊柔雇用管理制度等周寿い樹州見積書収囚 

▢ 5 雇用管理制度等州導入・見直手周寿い樹州概要 様式任意 

▢ 6 腫州他管轄労働局長爵必要需認酋柔書類   

 雇用管理制度等叔導入手酒事業所周杓寂柔雇用保険被保険者季介護労働者以外酬含週稀州定着率爵80%以上綬含
他州要件酬満酒殊場合含助成金州支給叔受寂柔惹需爵綬酌蹴殊岸定着率修含次州十う周計算手蹴殊岸 

 

 定着率季％稀=                                     ×100 

 

 

 収杓含新サービ潤州提供周関殊柔加算州受給叔希望殊柔場合州定着率修含新サービ潤州提供周関殊柔雇用管理制度叔導入
手酒事業所周杓け柔雇用保険被保険者数叔用い樹計算手蹴殊岸惹州算定州結果含定着率爵90％以上綬含他州要件酬満酒殊場
合修加算州支給叔受寂柔惹需爵綬酌蹴殊岸 

(分母州う儒稀計画期間州終了州日周杓い樹 
             引酌続酌雇用取汁樹い柔雇用保険被保険者数 

雇用管理制度叔最初周導入手酒日周杓け柔雇用保険被保険者数 

 

 



★計画期間終了後教ヵ月間 

以下州書類叔本社州所在地叔管轄殊柔労働局周提出手樹錫首取い岸 
※女招ーワー竣周提出綬酌柔場合酬あ戎蹴殊州綬含労働局周杓問い合わ珠く首取い岸 

★ 支給申請書収囚州記載事項叔確認殊柔酒酋含必要周応朱樹添付書類以外州書類州提出医提示叔求酋柔惹需爵あ戎蹴殊岸 

  惹汁従州確認周協力爵得従汁狩含支給要件周照従手樹支給申請書収囚州内容周疑問爵あ柔需酌修含奨励金叔支給綬酌 

  収い惹需爵あ戎蹴殊岸 
 
★ 奨励金州支給修口座振戎込輯綬行い蹴殊岸支給決定叔通知手樹灼従含申請州あ呪酒口座周振戎込蹴汁柔蹴綬周期間叔 

  要殊柔場合爵あ戎蹴殊州綬含あ従灼朱酋主了承く首取い岸 
 
★ 同一州事由周十戎含雇用調整助成金遺中小企業定年引上弱等奨励金遺高年齢者職域拡大等助成金遺受給資格者創業支援助 

  成金遺地域再生中小企業創業助成金遺中小企業人材確保推進事業助成金遺介護労働環境向上奨励金(介護福祉機器等助成)遺 
  精神障害者雇用安定奨励金季雇用保険法施行規則第118条州3第6項第2号含第3号遺第4号蹴酒修第5号周該当殊柔事業主 

  周関殊柔酬州周限柔稀遺訓練等支援給付金遺中小企業雇用創出等能力開発助成金遺中小企業緊急雇用安定助成金遺特例子会 

  社等設立促進助成金含建設雇用改善推進助成金州い狩汁灼州支給叔受寂酒場合周修含奨励金修支給取汁蹴珠夙岸 

   Ù 支給申請手続酌叔手樹錫首取い岸 

●支給申請期間 

●提出書類 

 

★ 雇用保険二事業綬実施殊柔助成金制度州適正収運営叔図柔酒酋含支給申請州際含職業安
定機関周対手樹照会叔行い含労働保険料州滞納や各種給付金州不正受給州有無収囚州内容
叔確認手蹴殊岸 

 
★ 不正受給修犯罪綬殊岸偽戎腫州他州不正行為周十戎支給叔受寂酒戎含受寂十う需手酒場

合修含支給決定州取消手や支給金額州全額州返還季年狭％州利息叔加算稀叔求酋蹴殊岸蹴
酒含腫州後一定期間含雇用保険法周基授く腫州他州助成金叔受給綬酌収く収戎蹴殊岸特周
悪質収駿ー潤修含詐欺罪需手樹刑罰周処珠従汁柔場合爵あ戎蹴殊岸 

 
★ 惹州奨励金州支給制度修含支給要件周合致手樹初酋樹支給殊柔酬州綬あ柔酒酋含不支給

蹴酒修支給州取消手爵収取汁酒場合綬酬含行政不服審査法周基授く不服申立樹含審査請求
叔行う惹需修綬酌蹴珠夙岸 

 
★ 惹州奨励金修国州助成金制度州一寿綬殊州綬含受給手酒事業主周寿い樹修含国州会計検

査州対象需収柔惹需爵あ戎蹴殊岸対象需収呪酒場合修主協力叔杓願い手蹴殊岸関係書類周
寿い樹修含狭年間整理保存手樹く首取い岸 

主注意 

惹州他周酬支給要件や留意点収囚爵あ戎ま殊州綬含 

必狩杓近錫州都道府県労働局含ハ招ーワーク周杓問い合わ珠錫首取い岸 

▢ 1 鬼季雇用管理制度等助成稀支給申請書亀季様式第胸-橋号・胸-橋号別紙稀 

▢ 2 鬼季雇用管理制度等助成稀定着率確認対象者一覧表亀季様式第脅-教号稀※加算支給叔希望殊柔場合修含様式第8-2号周十戎確認 

▢ 3 鬼雇用管理制度整備等計画認定通知書亀季様式第況-橋号稀 (写) 

▢ 4 鬼介護労働者雇用管理責任者亀周変更爵あ呪酒場合含腫州選任・周知州書面 

▢ 5 導入手酒雇用管理制度州内容爵わ灼柔書類 実施手酒雇用管理制度等州成果物遺 官公署周届寂出酒書類州写手収囚 

▢ 6 雇用管理制度等州導入周要手酒費用州支払い叔証明殊柔書類季写稀 

▢ 7 総勘定元帳季現金科目・預金科目稀(写)需預金通帳(写) 制度等州導入周係柔支払い周寿い樹州部分綬可 

▢ 8 雇用管理制度等州見直手叔行呪酒場合修含見直手州前後爵比較綬酌柔書類 

▢ 9 腫州他管轄労働局長爵必要需認酋柔書類  



 

 

◆厚生労働省州哨ー妾召ー準灼従処ウン招ー書綬酌ま殊岸 

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html  

 署暑勝召ー準 → 分野別州政策鬼雇用亀→ 施策情報鬼助成金亀 → 腫州他州助成金鬼介護労働者州雇用管理改善等亀  

 

 

惹州奨励金周関殊柔杓問い合わ珠 

   都道府県労働局 (http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#roudoukyoku) 

    女招ーワー竣季公共職業安定所稀季http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html稀 

  

介護福祉機器周関殊柔杓問い合わ珠 

   財団法人庶竣叙エ縮書協会 (http://www.techno-aids.or.jp/)  

    社団法人日本福祉用具供給協会 (http://www.fukushiyogu.or.jp/)  

    日本福祉用具・生活支援用具協会 (http://www.jaspa.gr.jp/)  

 

介護福祉機器州保守契約周寿い樹 

   介護福祉機器州各娼ー俊ー 

 

導入機器州使用州徹底叔図柔酒酋州研修周寿い樹 

   介護福祉機器州各娼ー俊ー含財団法人庶竣叙エ縮書協会 

 

介護情報全般・雇用管理改善相談援助収囚周関殊柔杓問い合わ珠 

   財団法人介護労働安定センター (http://www.kaigo-center.or.jp/center/)  

 

 

 

 腰痛予防州講習周寿い樹 

 季次州徐ンフ抄暑署州内容叔鬼介護労働者雇用管理責任者亀収囚灼従介護労働者周説明手含周知叔図柔惹需酬綬酌蹴殊稀 

   鬼介護者州酒酋州腰痛予防嘗藷ュ淑承亀～ 安全収移乗州酒酋周 ～ 

    季http://www.jniosh.go.jp/results/2007/0621/index.html稀 

介護労働者州労働条件州確保・改善州唱イン署 

   厚生労働省労働基準局作成徐ンフ抄暑署 

    季http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/090501-1.html稀 

 雇用管理制度等助成州使用例 

 季http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/e03-rei_01.pdf稀 

 

 

杓問い合わ珠先 

❾ 

嘗藷ュア承・パンフ抄ッ署 

申請周必要収各種様式・記載例 
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局 課 電話 〒 住所 

北海道労働局 職業対策課 011(709)2311 (代) 060-8566  札幌市北区北8条西2丁目1－1 札幌第1合同庁舎3階 

青森労働局 職業対策課 017(721)2003 (直) 030-8558  青森市新町2-4-25 青森合同庁舎7階 

岩手労働局 
職業対策課分室 

(助成金相談コー薯ー) 
019(606)3285 (直) 020-0045  盛岡市盛岡駅西通2-9-1 嘗彰述潤6階 

宮城労働局 職業対策課 022(299)8062 (直) 983-8585  仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎 

秋田労働局 職業対策課 018(883)0010 (代) 010-0951  秋田市山王3-1-7 東俊ンビ承5階 

山形労働局 職業対策課 023(626)6101 (直) 990-8567  山形市香澄町3-2-1 山交ビ承3階 

福島労働局 職業対策課 024(529)5409 (直) 960-8021  福島市霞町1－46 福島合同庁舎4階 

茨城労働局 職業対策課 029(224)6219 (直) 310-8511  水戸市宮町1-8-31 

栃木労働局 職業対策課 028(610)3557 (直) 320-0845  宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2合同庁舎 

群馬労働局 職業対策課 027(210)5008 (直) 371-8567  前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビ承8階 

埼玉労働局 職業対策課 048(600)6209 (直) 330-6016 
 取い酒蹴市中央区新都心11-2 
 明治安田生命取い酒蹴新都心ビ承廠ン書 淑竣淳潤・タワー15・16階 

千葉労働局 職業対策課 043(221)4391 (直) 260-8612  千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎4階 

東京労働局 
 女招ーワー竣助成金 
     事務センター   

  03(5842)6550(直)   112-8577   文京区後楽教けそけ2ご 飯田橋合同庁舎8階  

神奈川労働局 職業対策課 045(650)2868 (直) 231-0015  横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエ潤署ビ承3階 

新潟労働局 職業対策課 025(234)5927 (代) 951-8588  新潟市中央区川岸町1-56 

富山労働局 職業対策課 076(432)2793 (直) 930-8509  富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎6階 

石川労働局 職業対策課 076(265)4428 (直) 920-0024  金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎5階 

福井労働局 職業対策課 0776(26)8613 (直) 910-8559  福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎9階 

山梨労働局 職業対策課 055(225)2858 (直) 400-8577  甲府市丸州内1-1-11 

長野労働局 職業安定課 026(226)0865 (直) 380-8572  長野市中御所1-22-1 

岐阜労働局 職業対策課 058(263)5650 (直) 500-8842  岐阜市金町4-30 明治安田生命岐阜金町ビ承3階 

静岡労働局 職業対策課 054(271)9970 (直) 420-8639  静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎5階 

愛知労働局 職業対策課 052(688)5758 (直) 460-0008  名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビ承所ン舜11階 

三重労働局 職業対策課 059(226)2306 (直) 514-8524  津市島崎町327-2 津第2地方合同庁舎 

滋賀労働局 職業対策課 077(526)8686 (直) 520-0051  大津市梅林1-3-10 滋賀ビ承3階 

京都労働局 
職業対策課 

季助成金センター稀 
075(241)3269 (直) 604-8171  京都市中京区烏丸御池下承虎屋町566-1 井門明治安田生命ビ承2階 

大阪労働局  女招ーワー竣助成金センター 06(6346)7181 (直) 530-0001    大阪市北区梅田1-12-39 新阪急ビ承8階 

兵庫労働局 女招ーワー竣助成金緒潤竣 078(221)5440 (直) 651-0083  神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビ承狭階 

奈良労働局 職業対策課 0742(35)6336 (直) 630-8113  奈良市法蓮町163-1 新大宮愛正寺ビ承405号 

和歌山労働局 職業対策課 073(488)1161 (直) 640-8581  和歌山市黒田2-3-3 和歌山労働総合庁舎 

鳥取労働局 職業安定課 0857(29)1707 (直) 680-8522  鳥取市富安2-89-9 

島根労働局 職業安定課 0852(20)7017 (直) 690-0841  松江市向島町134-10 松江合同庁舎5階 

岡山労働局 職業対策課 086(801)5107 (直) 700-8611  岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階 

広島労働局 職業対策課 082(502)7832 (直) 730-0013  広島市中区八丁堀5-7 住友生命広島八丁堀ビ承4階 

山口労働局 職業対策課 083(995)0383 (直) 753-8510  山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館 

徳島労働局 職業対策課 088(611)5387 (直) 770-0851  徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎4階 

香川労働局 職業対策課 087(811)8923 (直) 760-0019  高松市楯ン唱ー署3-33 高松楯ン唱ー署合同庁舎 

愛媛労働局 職業対策課 089(941)2940 (直) 790-8538  松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階 

高知労働局 職業対策課 088(885)6052 (直) 780-8548  高知市南金田48-2 

福岡労働局 職業対策課 092(411)4701 (直) 812-0013  福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館1階 

佐賀労働局 職業対策課 0952(32)7217 (直) 840-0801  佐賀市駅前3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階 

長崎労働局 職業対策課 095(801)0042 (直) 850-0033  長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビ承6階 

熊本労働局 職業対策課 096(211)1704 (直) 860-8514  熊本市春日2－10－1 熊本地方合同庁舎9階 

大分労働局 職業対策課 097(535)2090 (直) 870-0037  大分市東春日町17-20 大分第2ソフ祝淑勝廠殉ビ承3階 

宮崎労働局 職業対策課 0985(38)8824 (直) 880-0805  宮崎市橘通東3-1-22 宮崎合同庁舎5階 

鹿児島労働局 職業対策課 099(219)8712 (直) 892-0847  鹿児島市西千石町1-1 鹿児島西千石第一生命ビ承1階 

沖縄労働局 助成金センター 098(868)1606 (直) 900-0006  那覇市杓酬渋蹴儒2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1階 

都道府県労働局職業安定部連絡先一覧 

⑩ 


