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１.雇用調整助成金等（※１）の追加給付の進め方（予定）

受給時期 追加給付の進め方（※２）

平成23～30年度

○ 労働局で保存している支給申請書等により追加給付の対象と
なる こと が確認で きた事 業主の方等に対し 、平 成3 1年４ 月以降、
順次「お知らせ」を送付

○ ご確認ができた方から順次、給付を開始

平成16～22年度

○ 平成31年４月以降、一定の要件に該当する場合に追加給付の
可能性があることについて幅広く「お申し出の呼びかけ」

○ お心当たりのある事業主の方等からお申し出をいただき、関
係書類により追加給付の対象となることが確認できた方から、
平成31年４月以降順次、給付を開始

（参考）平成31年３月18日以降、新たに雇用調整助成金等を受給する事業主の方については、見直し後の金額で支給を開始している。

※１ 「雇用調整助成金等」とは、以下の助成金・手当を指す。
・ 雇用調整助成金 （中小企業緊急雇用安定助成金を含む）
・ 就職促進手当 （労働施策総合推進法）
・ 育児・介護雇用安定等助成金 （育児休業取得促進等助成金（育児休業取得促進措置））
・ 育児・介護雇用安定等助成金 （育児休業取得促進等助成金（短時間勤務促進措置））
・ 中小企業人材確保支援助成金 （中小企業雇用管理改善助成金）
・ 建設雇用改善助成金 (建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金))
・ 建設雇用改善助成金 (建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練))

※２ 追加給付業務の進捗状況については、ホームページでお知らせする。
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２.雇用調整助成金
（中小企業緊急雇用安定助成金を含む）
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２（１）追加支給額の算定

追加支給額 ＝ 助成額単価の差額 × 休業等延べ日数 × （１＋加算率）

× 休業手当等支払率 × 助成率 ー
雇用保険の

基本手当日額

（企業毎に異なる）
中小 2/3
その他 1/2

年間賃金総額

１か月当たりの
平均被保険者数

被保険者の平均
年間所定労働日数

×

（賃金総額・被保険者数は前年度、労働日数は前年度末時点）

（※従業員１人・１日当たりの追加助成額）

支給申請書等から算定される助成額単価
助成額単価の上限額（見直し後の雇用保険の基本手当日額の最高額が上限）

※助成額単価の差額の算定方法

（１）休業又は教育訓練の場合

（２）出向の場合

追加支給額 ＝ 支給額の差額 × （１＋加算率）

※支給額の差額の算定方法

ー 雇用保険の基本手当日額 × × 出向期間日数出向元事業主の負担額 × 助成率

（見直し後の「雇用保険の基本手当日額の最高額
×３３０日／３６５日×出向期間日数」が上限）

（注）「出向元事業主の負担額」については、その賃金日額上限額は、出向前の賃金日額の１／２が上限

330日

365日
（見直し前の最高額）

（見直し前の最高額）

１～１０円 × １００日 × （１＋０．０１） ＝ １０１ ～ １，０１０円

（計算例１）従業員10人が10日間、H30.8.1～H31.3.17の間に休業を開始した事業主（助成額単価の差額：最大10円、休業延べ日数１０×１０＝100日）

（計算例２）従業員20人が５日間、H22.8.1～H23.7.31の間に休業を開始した事業主（助成額単価の差額：最大55円、休業延べ日数２０×５＝100日）

１～５５円 × １００日 × （１＋０．０５） ＝ １０５ ～ ５，７７５円
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（参考）毎月勤労統計の再集計値等を踏まえた雇用保険の基本手当日額の最高額の見直し

判定基礎期間又は支給対象期間
の初日が属する期間

見直し前 見直し後 差額

平成16年8月1日～平成17年7月31日 7,935円 7,950円 15円

平成17年8月1日～平成18年7月31日 7,780円 7,830円 50円

平成18年8月1日～平成19年7月31日 7,810円 7,860円 50円

平成19年8月1日～平成20年7月31日 7,775円 7,825円 50円

平成20年8月1日～平成21年7月31日 7,730円 7,785円 55円

平成21年8月1日～平成22年7月31日 7,685円 7,740円 55円

平成22年8月1日～平成23年7月31日 7,505円 7,560円 55円

平成23年8月1日～平成24年7月31日 7,890円 7,890円 ０円

平成24年8月1日～平成25年7月31日 7,870円 7,870円 ０円

平成25年8月1日～平成26年7月31日 7,825円 7,825円 ０円

平成26年8月1日～平成27年7月31日 7,805円 7,820円 15円

平成27年8月1日～平成28年7月31日 7,810円 7,830円 20円

平成28年8月1日～平成29年7月31日 7,775円 7,785円 10円

平成29年8月1日～平成30年7月31日 8,205円 8,210円 5円

平成30年8月1日～平成31年7月31日 8,250円 8,260円 10円 5



２（２）追加支給の対象となる事業主

(1) 以下の期間に雇用調整助成金の休業等に係る判定基礎期間（※）の初日
があるもの又は出向期間の初日があること

・平成16年8月1日から平成23年7月31日までの間
・平成26年8月1日から平成31年3月17日までの間

※「判定基礎期間」とは、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間をいう。

(2) 平成31年3月17日までに雇用調整助成金の支給決定がされていること

(3) (2)の支給決定金額が、(1)の期間に対応する雇用保険の基本手当日額
の最高額を用いて算出されており、支給申請書等から算定される助成額
単価（見直し後の雇用保険の基本手当日額の最高額を上限とする）と見
直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額との差額が１円以上であるこ
と（出向の場合は、P.4(2)の支給額の差額が１円以上であること）

※ 合併、会社分割等により過去に受給した事業主と現在の事業主が異なる場合、事業承継により同一の事
業主とみなすことができる場合は追加支給の対象となる。

※ 既に倒産している事業主については、事業承継等により事業が引き継がれていない場合には、追加支給
の対象とはならない。
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２（３）追加支給の進め方① 平成23年度以降の受給者（「お知らせ」の送付）

○ 平成23年度以降に支給決定された事業主の方については、労働局に保存
されている支給申請書等により追加支給の対象となることが確認できた事業
主の方に対し「お知らせ」（※）を送付（平成31年４月～）。

※ 追加支給額を記載した「ご案内」に返信用封筒を同封して送付。

○ 既に保存期間が満了している平成23年度の支給申請書等については、７
労働局（※）において一部が保存されていないことが確認されたことから、以
下の通り追加支給を実施。

※ 宮城、栃木、埼玉、神奈川、愛知、兵庫、鳥取労働局

・各労働局が保有している関連データ等を最大限活用。
・その際、追加支給額の単価が０円から55円の間で特定できない場合がある。
・こうした場合には、想定される追加支給額の単価を下回らないよう、以下のよう

に設定した上で追加支給額を算定し、「お知らせ」を送付。

(a)休業手当等支払率、助成率が特定できない場合
休業手当等支払率を100％、助成率を3/4（中小企業緊急雇用安定助成金は9/10）に設定

(b)平均賃金額等が特定できない場合
雇用保険の基本手当日額の最高額の変動値（本期間については55円）を差額に設定
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２（４）追加支給の進め方② 平成22年度以前の受給者（お申し出の際の必要書類）

○ 追加支給に必要な情報とお申し出の際に提出いただく書類例は以下のとおり。

○ 労働局が保有する関連データ等により追加支給に必要な情報を把握できる場合には、こう
した情報を最大限活用する。

必要な情報

確認できる書類
（①、②に掲げる書類のうち、いずれか一つにより確認可能）

①申請書類等 ②その他の書類の例

受給した事実 支給決定通知書 通帳の写し、総勘定元帳

助成金支給額 支給申請書、助成額算定書、支給決定通知書 通帳の写し、総勘定元帳

休業等の場合

判定基礎期間 支給決定通知書 賃金台帳

平
均
賃
金
額

賃金総額（※１）

助成額算定書

労働保険確定保険料申告書、賃金台帳

被保険者数（※２） 賃金台帳、労働者名簿

所定労働日数（※３） 就業規則

休業手当等支払率 休業等協定書、就業規則

助成率 登記事項証明書、労働者名簿

休業等延日数 助成額算定書、休業・教育訓練実績一覧表 出勤簿、タイムカード

出向の場合

出向支給対象期間 支給決定通知書 出向協定書、出向契約書

出向元事業主の賃金負担額
出向元事業所支給対象賃金補填額調書

賃金台帳、総勘定元帳

出向開始前の賃金日額 就業規則、賃金台帳

助成率 支給申請書 登記事項証明書、労働者名簿
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※１：前年度（初回の判定基礎期間の初日が属する年度の前年度（以下同じ。））１年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額
※２：前年度１年間の１箇月平均の雇用保険被保険者数
※３：前年度の年間所定労働日数



３.就職促進手当
（労働施策総合推進法）
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３（１）追加給付額・対象者について

10

（１）追加給付額の算定
①就職促進手当が全額支給される場合

追加給付額 ＝ 就職促進手当日額の差額 × 給付日数 × （１＋加算率）

（例）平成28年8月以降受給、差額が８円、150日受給の場合： ８円 × 150日 × １．01 ＝ 1,212円

差額の考え方：（新）就職促進手当日額 － （旧）就職促進手当日額
就職促進手当の日額 ： 賃金日額 × 給付割合（賃金日額に応じ50％～80％）

※ 「賃金日額」は、離職前６か月の賃金の総額を180で割ることによって算出。
※就職促進手当の日額が、上限額である5,820円を超えるときは、5,820円とする。
※賃金日額の最低額及び給付割合を乗ずる賃金日額の範囲となる額は、省令に規定。

その上で、毎月勤労統計の労働者の平均給与額の変化率（前々年度⇒前年度）を用いて賃金日額の範囲を告示によりスライド。

②自己の労働による収入があり、就職促進手当の減額のあった場合

追加給付額＝(（就職促進手当日額の差額 × （給付日数－労働日数））
＋ （ 控除額の差額 × 労働日数 × ）） × （１＋加算率）

※受給中に自己の労働による収入がある場合、収入額から「控除額」を減じた額をその額に応じて就職促進手当から減額を行う。

控除額についても、毎月勤労統計の労働者の平均給与額の変化率（前々年度⇒前年度）を用いてスライドする。

（２）追加給付の対象者
平成16年８月１日以降に就職促進手当を受給していた方であって、次の①又は②に該当
する方（受給時期や日額によって、追加給付が発生しない場合もある。）
①就職促進手当が上限額（5,820円）又は級地区分（※）のどちらにも該当しない方

※級地区分：就職促進手当受給前の状態が雇用労働者以外である場合、居住する地域に応じて１～３級地に区分

し、各区分において就職促進手当の金額を設定。（1級地：4,310円 2級地：3,930円 3級地：3,530円）

②自己の労働による収入があり、就職促進手当の減額等のあった方
※①において上限額又は級地区分に該当する方であっても、②に該当する場合は、追加給付の対象となりうる。

就職促進手当



（参考）毎月勤労統計の再集計値等を踏まえた就職促進手当日額等の見直し

支給対象期間の初日が属する期間
就職促進手当日額 控除額

見直し前
下限額

見直し後
下限額

差額
上限額

（変更なし）
見直し前 見直し後 差額

平成16年8月1日～平成17年7月31日 3,328円 3,328円 0円 5,820円 1,369円 1,371円 2円

平成17年8月1日～平成18年7月31日 3,264円 3,280円 16円 5,820円 1,342円 1,351円 9円

平成18年8月1日～平成19年7月31日 3,280円 3,296円 16円 5,820円 1,347円 1,356円 9円

平成19年8月1日～平成20年7月31日 3,264円 3,280円 16円 5,820円 1,341円 1,350円 9円

平成20年8月1日～平成21年7月31日 3,248円 3,264円 16円 5,820円 1,334円 1,343円 9円

平成21年8月1日～平成22年7月31日 3,232円 3,248円 16円 5,820円 1,326円 1,335円 9円

平成22年8月1日～平成23年7月31日 3,160円 3,176円 16円 5,820円 1,295円 1,304円 9円

平成23年8月1日～平成24年7月31日 3,720円 3,720円 0円 5,820円 1,299円 1,299円 0円

平成24年8月1日～平成25年7月31日 3,712円 3,712円 0円 5,820円 1,296円 1,296円 0円

平成25年8月1日～平成26年7月31日 3,688円 3,688円 0円 5,820円 1,289円 1,289円 0円

平成26年8月1日～平成27年7月31日 3,680円 3,688円 8円 5,820円 1,286円 1,289円 3円

平成27年8月1日～平成28年7月31日 3,680円 3,696円 16円 5,820円 1,287円 1,291円 4円

平成28年8月1日～平成29年7月31日 3,664円 3,672円 8円 5,820円 1,282円 1,284円 2円

平成29年8月1日～平成30年7月31日 3,952円 3,952円 0円 5,820円 1,287円 1,288円 1円

平成30年8月1日～平成31年7月31日 3,976円 3,976円 0円 5,820円 1,294円 1,295円 1円

※就職促進手当の下限額の差額が0円の期間であっても、下限額～上限額の間の就職促進手当日額においては差額が生じうる。
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３（２）追加給付の進め方

①平成23年度以降の受給者
・ハローワークに保存されている支給台帳等により追加給付の対象となることが確認
できた方に対し平成３１年４月以降、順次「お知らせ」（※）を送付。

※追加給付額を記載した「ご案内」に返信用封筒を同封して送付。

②平成22年度以前の受給者
・お心当たりのある受給者ご本人からお申し出をいただき、以下の書類にて追加給付

の対象となることが確認できた方から、平成３１年４月以降順次、支給を開始。

・労働局 が保有 する関連データ等により追加支給に必要な情報 を把握できる 場合には、
こうした情報を最大限活用する。

必要な情報

確認できる書類
（①、②に掲げる書類のうち、いずれか一つにより確認可能）

①申請書類等 ②その他の書類の例（※）

受給した事実 支給決定通知書
求職手帳・就職指導票の写し

受給額 通帳の写し

受給日数 求職手帳・就職指導票の写し 通帳の写し

自己の労働による収入がある場合の減額 申告書（写し） 求職手帳・就職指導票の写し

賃金日額
求職手帳・就職指導票の写し
受給資格者証

通帳の写し

受給者本人であること 本人確認書類 －

※求職手帳・就職指導票において支給金額が記載されており、当該金額が一定の要件に該当する場合等には確認が可能。

就職促進手当



４.育児休業取得促進等助成金

その他の事業主向け助成金

13



14

４（１）追加支給額の算定

（育児休業取得促進措置）

（短時間勤務促進措置）

（※）差額の算定方法

短時間勤務制度を利用する場合に
適用される所定労働時間支給対象期間中に

支給された基本給
短時間勤務制度を利用しない場合に
適用される所定労働時間

－ ×
利用開始日の直前に
支給された基本給 × 助成率

（参考）

基準額 ＝

支給対象期に支払われた
賃金日額の差額（※）

基準額の
差額（※）

以下①～③のいずれか低い額
①休業開始時賃金日額の30％、
②支給対象期に支払われた賃金の日額、
③見直し後の雇用保険の賃金日額
（30歳以上45歳未満）の上限額の30％

－
見直し前の雇用保険の賃金日額
（30歳以上45歳未満）の上限額の30％

×

支給対象期間中に短時間
勤務制度を使用した日数

支給対象期中の
所定労働日数

（※）差額の算定方法

以下①～②のいずれか低い額
①基準額
②見直し後の雇用保険の基本手の日額
（30歳以上45歳未満）の最高額に30を乗じて得た額

－
見直し前の雇用保険の基本手の日額
（30歳以上45歳未満）の最高額に
30を乗じて得た額

大企業1/2、中小企業2/3
ただし、平成22年３月31日まで
大企業2/3、中小企業3/4

× 支給対象期の日数 × 助成率

× （１＋加算率）

×（１＋加算率）追加支給額 ＝

追加支給額 ＝

育児休業取得促進等助成金



(参考) 毎月勤労統計の再集計値等を踏まえた雇用保険の基本手当日額等の見直し

支給対象期間の末日の翌日が属する期間 見直し前 見直し後 差額

平成18年8月1日～平成19年7月31日 7,100円 7,140円 40円

平成19年8月1日～平成20年7月31日 7,070円 7,110円 40円

平成20年8月1日～平成21年7月31日 7,030円 7,070円 40円

平成21年8月1日～平成22年7月31日 6,990円 7,030円 40円

平成22年8月1日～平成23年7月31日 6,825円 6,865円 40円

支給対象期間の末日の翌日が属する期間 見直し前 見直し後 差額

平成18年8月1日～平成19年7月31日 14,200円 14,280円 80円

平成19年8月1日～平成20年7月31日 14,140円 14,220円 80円

平成20年8月1日～平成21年7月31日 14,060円 14,140円 80円

平成21年8月1日～平成22年7月31日 13,980円 14,060円 80円

平成22年8月1日～平成23年7月31日 13,650円 13,730円 80円

２ 育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置))
雇用保険の基本手当日額の見直し（30歳以上45歳未満）

１ 育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置))
雇用保険の賃金日額の見直し（30歳以上45歳未満）

※基本手当日額の最高額(30歳以上45歳未満）に30を乗じて得た額を上限として用いて算定。

※賃金日額(30歳以上45歳未満）の3/10を上限とし、助成率を乗じて算定。

15



４（２）追加支給の対象となる事業主

(1) 以下の期間に育児休業取得促進等助成金の支給対象期の末日の翌日があること

平成19年4月1日から平成23年7月31日の間

(2) (1)期間に係る支給申請分の支給決定がされていること

(3) (2)の支給決定金額が、

育児休業取得促進措置の場合、
（1）の期間に対応する雇用保険の賃金日額（30歳以上45歳未満）の上限額を用い
て算出されており、当該額と

①休業開始時賃金日額の30％、
②支給対象期に支払われた賃金の日額、
③見直し後の雇用保険の賃金日額（30歳以上45歳未満）の上限額の30％

のいずれか低い額との差額が１円以上であること

短時間勤務促進措置の場合、
（1）の期間に対応する雇用保険の基本手当日額（30歳以上45歳未満）の最高額に
30を乗じて得た額を用いて算出されており、当該額と

①支給申請書等から算定される基準額
②見直し後の雇用保険の基本手当日額（30歳以上45歳未満）の最高額に30を

乗じて得た額
のいずれか低い額との差額が１円以上であること

16

育児休業取得促進等助成金



４（３）お申し出の際の必要書類

○ 追加支給に必要な情報とお申し出の際に提出いただく書類例は以下のとおり。

必要な情報

確認できる書類
（①、②に掲げる書類のうち、いずれか一つにより確認可能）

①申請書類等 ②その他の書類の例

受給した事実 支給決定通知書 通帳の写し

助成金支給額 支給決定通知書、支給申請書 通帳の写し

支給申請書がない場合の書類

育児休業取得促進措置 短時間勤務促進措置

育児休業の制度及び育児休
業中の経済的支援について
の規程

労働協約又は就業規則 短時間勤務制度の規程 労働協約又は就業規則

助成率
登記事項証明書、資本及び労働者数を記載した資料、事業内
容を記載した書類等

短時間勤務制度の利用
及び利用開始日の確認

対象被保険者の請求に基づいて短時間勤務制度を利用させたこと
が明らかにされている承認通知書等の書類

※被保険者が育児休業基本給付の受給者でない場合は以下の書類も必要

支給対象期の確認 タイムカード等の書類

育児休業中の経済的支援の
確認

賃金台帳

基本給の額の確認 賃金台帳

育児休業日の確認 出勤簿又はタイムカード等出勤状況が確認できる書類
短時間勤務制度の利用
の確認

対象被保険者の請求に基づいて短時間勤務制度を利用させたこと
が明らかにされている承認通知書等の書類

育児休業の確認 育児休業をする者に対して事業主が承認した通知書等 出生日の確認
母子健康手帳等、養育の事実及び対象被保険者の子の年齢等が確
認できる書類

出生日の確認
母子健康手帳等、養育の事実及び対象被保険者の子の年齢等
が確認できる書類

助成率
登記事項証明書、資本及び労働者数を記載した資料、事業内容を
記載した書類等

17

※ 平成２３年度以降の支給決定分については、追加支給の対象となることが確認できた方に対し「お知らせ」を送付。

育児休業取得促進等助成金



５.中小企業人材確保支援助成金
（中小企業雇用管理改善助成金）

（職業相談者配置事業）

その他の事業主向け助成金

18



○追加支給額の考え方

５（１）追加支給額の算定・対象となる事業主

（※１）支給額の差額の算定方法

Ａ ： 新支給額（ (事業主が配置する職業相談者にかかる賃金等) × (１／３) ）

Ｂ ： 旧支給額（見直し前の「雇用保険の基本手当日額の最高額×３３０日／３６５日×支給対象期間の日数」）

（※ 見直し後の「雇用保険の基本手当日額の最高額×３３０日／３６５日×支給対象期間の日数」が上限）

追加支給額 ＝ 支給額の差額（※１） × （１＋加算率）

Ａ ー●支給額の差額 ＝ Ｂ

（※2）旧支給額が「見直し前の「雇用保険の基本手当日額の最高額×３３０日／３６５日×支給対象期間の日数」」に満たない場合は、追加支給が発生しない。

（※2）

(1) 「平成16年8月1日から平成23年7月31日」の期間と中小企業雇用管理改善助成金の職業相談者配置事業に

かかる助成対象期間に１日でも重複があること。

(2) (1)期間に係る支給申請分の支給決定がされていること。

(3) (2)の支給決定において、（1）の期間に対応する雇用保険の基本手当最高日額を用いて算出された額（以

下「見直し前上限額」という。）が支給されており、当該額と、職業相談者の配置した期間にかかる賃金等

の３分の１の額との差額が１円以上あること。

ただし、見直し前上限額と見直し後の雇用保険の基本手当最高日額を用いて算出された額との差額を追加

支給の上限額とする。

○追加支給の対象となる事業主

（※3）雇用調整助成金（出向）の支給を受けていた事業主については、中小企業雇用管理改善助成金の職業相談者配置事業における支給額を減額していた場合があり、
今般の追加支給にあっても、雇用調整助成金（出向）にかかる追加支給額分を減額して算定する場合がある。

19

中小企業雇用管理改善助成金
(職業相談者配置事業)



５（２）お申し出の際の必要書類

○ 追加支給に必要な情報とお申し出の際に提出いただく書類例は以下のとおり。

必要な情報
確認できる書類

申請書類等 その他の書類の例

受給した事実 支給決定通知書 通帳の写し

助成金支給額 支給決定通知書、支給申請書、助成金支給額計算書 通帳の写し

職業相談員にかかる
賃金等が発生する期間

職業相談に係る業務取組報告書 出勤簿又はタイムカード

助成対象期間
の始期及び末日

支給申請書、職業相談に係る業務取組報告書 出勤簿又はタイムカード

申請書類等及びその他の書類がない場合の書類

助成金支給額

職業相談者に支払われた賃金の額等が明確に記載された賃金台帳等（写）

賃金の額、手当等の種類、勤務時間、勤務内容及び雇用期間等が明らかにされた採用時からの労働条件が明示された雇
入通知書、雇用契約書､並びに出向契約書又はその他の契約書等（写）

職業相談者の所定労働時間、所定労働日数及び賃金に係る規程が明確に記載された労働協約又は就業規則

職業相談者にかかる賃金等が発生する期間

職業相談者に支払われた賃金の額等が明確に記載された賃金台帳等（写）

賃金の額、手当等の種類、勤務時間、勤務内容及び雇用期間等が明らかにされた採用時からの労働条件が明示された雇
入通知書、雇用契約書､並びに出向契約書又はその他の契約書等（写）

職業相談者の所定労働時間、所定労働日数及び賃金に係る規程が明確に記載された労働協約又は就業規則

助成対象期間の始期及び末日
賃金の額、手当等の種類、勤務時間、勤務内容及び雇用期間等が明らかにされた採用時からの労働条件が明示された雇
入通知書、雇用契約書､並びに出向契約書又はその他の契約書等（写）
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中小企業雇用管理改善助成金
(職業相談者配置事業)



６.建設雇用改善助成金
建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金（教育訓練受講給付金）
建設教育訓練助成金（建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練）

その他の事業主向け助成金

21



６（１）追加支給額の算定

追加支給額 ＝ 助成額単価の差額 × 訓練日数 × （１＋加算率）
（※受講者１人・１日当たりの追加助成額）

※助成額単価の差額の算定方法

●支給額＝ 助成額／日 × 訓練日数

× 0.8
中小 2/3
その他 1/2

前年度1年間の雇用保険の保険料の
算定の基礎となる賃金総額

前年度1年間の
1ヶ月平均雇用保険

被保険者数
年間所定労働日数×

× 助成率 × 訓練日数
1コース
150日限度

通常の賃金の額

・「前年度1年間」とは、当該助成金の受給資格認定申請書の提出日の属する年度を起点とし、
その前年度を指す。

・訓練日数は、対象教育訓練を受講させた時間数は6時間で1日として算定するものとし、一
のコースにおいて総受講時間数を6で除して得た日数。（小数点第3位以下を切り捨て）

通常の賃金の額
×助成率

雇用保険
基本手当日額
（最高額）と比較

通常の賃金の額に助成率を乗じた額
が、見直し前の基本手当日額の最高
額を超えており、かつ、見直し後の
基本手当日額の最高額も超えている
場合

見直し後の基本手当日額の最高
額と見直し前の基本手当日額の
最高額との差額

助成額単価の差額

通常の賃金の額に助成率を乗じた額
が、見直し前の基本手当日額の最高
額を超えているが、見直し後の基本
手当日額の最高額より低い場合

通常の賃金の額に助成率を乗じ
た額と見直し前の基本手当日額
の最高額との差額

●助成額単価の差額
（追加給付ケース１）

（追加給付ケース２）

22

建設雇用改善助成金



６（２）追加支給の対象となる事業主・お申し出の際の必要書類

建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金
（教育訓練受講給付金）

建設教育訓練助成金
（建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練）

（１）当時、建設業務労働者就業機会確保事業に係る実施計画の
認定を受けていた下記いずれかの団体（※）の構成事業主で、
かつ、建設業務労働者確保事業の許可を受けていた建設事業
主であること。
※（一財） みやぎ建設総合センター、（一社） 大阪府建団連

（一社） 沖縄県建設業協会、（一社） 全国基礎工事業団体連合会
（一社） 日本塗装工業会

（２）平成２１年度から平成２３年度（平成２３年度は経過措置
分）までの間に支給決定されていること。

（３）（２）の支給決定金額が見直し前の雇用保険の基本手当日額
の最高額を用いて算出されていること。

（１）平成１６年度又は平成１７年度に支給決定されていること。

（２）（１）の支給決定金額が見直し前の雇用保険の基本手当日額
の最高額を用いて算出されていること。

○お申し出の際の必要書類

○ 追加支給に必要な情報とお申し出の際に提出いただく書類例は以下のとおり。（両助成金に共通）

必要な情報

確認できる書類
（①、②に掲げる書類のうち、いずれか一つにより確認可能）

①申請書類等 ②その他の書類の例

受給した事実、助成金支給額 支給決定通知書 通帳の写し

通
常
の
賃
金
額

前年度１年間の雇用保険の保険料率の算定基礎となる賃金総額

平均賃金日額等算定書

労働保険申告書
前年度１年間の１ヶ月平均雇用保険被保険者数

年間所定労働日数 就業規則

助成率 支給申請（支給請求）書 従業員名簿

訓練日数、受講者数
教育訓練受講状況報告書
支給申請額内訳書

業務日誌、受講報告書 23

○追加支給の対象となる事業主

建設雇用改善助成金



参 考 資 料
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支給額 ＝ 助成額単価（従業員１人・１日当たりの助成額） × 休業等延べ日数

（参考）これまでの雇用調整助成金（休業等）の支給額の算定

× 休業手当等支払率 × 助成率

中小 2/3
その他 1/2

年間賃金総額

１か月当たりの
平均被保険者数

被保険者の平均
年間所定労働日数

×

（１）平成20年12月9日～現在

（企業毎に異なる）
（賃金総額・被保険者数は前年度、

労働日数は前年度末時点）

（２）平成16年8月1日～平成20年12月8日

等級表で変換 × 助成率

中小 2/3
その他 1/2

年間賃金総額

１か月当たりの
平均被保険者数

被保険者の平均
年間所定労働日数

×

（賃金総額・被保険者数は前年度、
労働日数は前年度末時点）

※助成額単価の算定方法

（雇用保険の基本手当日額の最高額が上限）

助成額単価 ＝

助成額単価 ＝

（雇用保険の基本手当日額の最高額が上限）
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雇用調整助成金
（中小企業緊急雇用安定助成金

(Ｈ20年度～Ｈ24年度）を含む）

就職促進手当
（労働施策総合推進法）

※ 一般会計

主な制度概要

景気の変動など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、休業、 教育訓
練又は出向により、労働者の雇用の維持を図った場
合に、それにかかった費用を助成する制度。

中高年齢失業者等求職手帳所持者、認定駐留
軍関係離職者等の求職者の求職活動の促進とその
生活の安定とを図るための給付金。

毎月勤労統計
との関係

休業等に係る賃金等の額に相当する額として厚生
労働大臣が定める方法により算定した額に助成率を
乗じて得た額（1人1日あたり雇用保険基本手当
日額の最高額を限度）。

就職促進手当の日額算定は、支給対象者の賃
金日額により影響を受けるが、当該賃金日額の最
低額及び一定の額の範囲は、毎月勤労統計をもと
にした各年度の平均給与額の変化率に応じ変更さ
れる。
支給対象者が自己の労働によって収入を得た場

合の控除額についても同様に、毎月勤労統計をもと
にした各年度の平均給与額の変化率に応じ変更さ
れる。

（参考）追加給付を行う事業主向け助成金等①
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育児・介護雇用安定等
助成金（育児休業取得
促進等助成金（育児休
業取得促進措置））

育児・介護雇用安定等
助成金（育児休業取得
促進等助成金（短時間
勤務促進措置））

中小企業人材確保支
援助成金（中小企業
雇用管理改善助成
金）

建設雇用改善助成金(建
設業新規・成長分野進出
教育訓練助成金(教育訓
練受講給付金))

建設雇用改善助成金
(建設教育訓練助成金
(建設業務労働者就業
機会確保事業教育訓
練))

主な制度概要

労働者に対し育児休業
を利用させ、経済的支援
を行う事業主に対する助
成

労働者に対し養育のた
めの短時間勤務制度を
利用させ、経済的支援を
行う事業主に対する助成

雇用管理の改善計画
の認定を受けた事業協
同組合等の構成中小企
業者又は個別中小企業
者が労働者に対し職業
に関する相談を行うため
の設備・施設を設置・整
備又は職業相談者を配
置する事業を行い、併せ
て労働者の雇入れを行っ
た場合に助成

新規・成長分野に係る
事業を行う建設事業主が、
その雇用する労働者に当
該事業に従事するために
必要な教育訓練を受講さ
せた場合に、その期間に支
払った賃金の一部を助成

建設業務労働者就業
機会確保事業の許可を
受けた建設事業主が、対
象労働者に教育訓練を
受講させた場合に、その
期間に支払った賃金の一
部を助成

毎月勤労統計
との関係

対象事業主が行う経済
的支援の額に助成率を
乗じて得た額。ただし、次
のイ、ロの額のいずれか低
い額に支給対象期の日
数を乗じて得た額を限度。

イ 対象被保険者の休業
開始時賃金日額の3/ 10。

ロ 雇用保険の賃金日額
（30歳以上45歳未
満）の上限額の3/10。

対象者1人あたりの基
準額を支給対象期間中
における1月あたりの平均
所定労働日数で除して
得た額に、支給対象期間
中に短時間勤務制度を
利用した日数を乗じて得
た額。ただし、雇用保険の
基本手当日額（30歳以
上45歳未満）の最高額
に30を乗じて得た額を限
度。

事業主が配置する職
業相談者にかかる賃金
等の1/3の額。ただし、雇
用保険の基本手当日額
の最高日額に支給の対
象となる日数を乗じて得
た額に330を乗じて365
で除して得た額を限度
（職業相談者配置事
業）。

対象教育訓練を受けさ
せる期間に支払った通常
の賃金の1/2（中小企業
にあっては2/3）に相当す
る額に、対象教育訓練を
受けさせた日数（1コース
150日を限度）を乗じて
得た額。ただし、その額を
当該日数で除して得た額
が雇用保険の基本手当
日額の最高額を超えるとき
は、基本手当日額の最高
額に当該日数を乗じて得
た額を限度。

対象教育訓練を受けさ
せる期間に支払った通常
の賃金について厚生労働
大臣が定めるところにより
算出した額の1/2（中小
企業にあっては2/3）に
相当する額に、対象教育
訓練を受けさせた日数
（1コース150日を限
度）を乗じて得た額。ただ
し、その額を当該日数で
除して得た額が雇用保険
の基本手当日額の最高
額を超えるときは、基本手
当日額の最高額に当該
日数を乗じて得た額を限
度。

支給対象期間 H19～22年度 H19～22年度 H16～17年度 H16～17年度 H18～22年度

（参考）追加給付を行う事業主向け助成金等②
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