
 

時間外労働等改善助成金交付要綱 

（団体推進コース） 

 

（通 則） 

第１条 時間外労働等改善助成金団体推進コース（以下「助成金」と

いう。）については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下「施行令」と

いう。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年労働省
厚生省

令

第６号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この助成金は、中小企業事業主の団体又はその連合団体（以

下「事業主団体等」という。）が、その傘下の事業主のうち労働者

を雇用する事業主（以下「構成事業主」という。）の労働者の時間

外労働の削減等労働条件の改善のため、時間外労働の削減や賃金引

上げに向けた取組を実施した事業主団体等に重点的に助成金を支

給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推

進に向けた環境を整備することを目的とする。    

 

（交付の対象及び補助率） 

第３条 この助成金は、別途定める事業主団体等が、以下に掲げる事

業（以下「改善事業」という。）を実施するために必要な経費のう

ち、助成金交付の対象として第２項で定める経費（以下「助成対象

経費」という。）について、予算の範囲内で助成金を交付する。 

  ただし、過去に実施した改善事業と同一内容と認められるものを

除く。 

(1) 市場調査の事業 

(2) 新ビジネスモデル開発、実験の事業 

(3) 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験（労働費用を除く）

の事業 

(4)  下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取

引先等との調整の事業 

(5) 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業 

(6) 好事例の収集、普及啓発の事業 



(7) セミナーの開催等の事業 

(8) 巡回指導、相談窓口の設置等の事業 

(9) 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導

入・更新の事業 

(10) 人材確保に向けた取組の事業 

２ 助成対象経費の区分は、前項に掲げる経費のうち、謝金、旅費、

借損料、会議費、雑役務費、広告宣伝費、印刷製本費、備品費、展

示会等出展費、通信運搬費、機械装置等購入費、委託費、原材料費、

試作・実験費とする。 

ただし、原材料費、試作・実験費については、試作・開発を目的

とするものに限る。 

３ 事業主団体等は、第１項の改善事業を実施するに当たり、成果目

標を設定し、その達成に向けたものとすること。 

  成果目標は、改善事業の取組内容について、事業主団体等が事業

実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事

業の取組を行い、構成事業主の２分の１以上に対してその取組又は

取組結果を活用すること。 

４ 補助率は定額、１事業主団体等当たりの上限額は500万円とする。 

ただし、別途定める「都道府県単位又は複数の都道府県単位で構

成する中小企業事業主団体等」に該当する場合は、１事業主団体等

当たりの上限額を1,000万円とする。 

５ 助成金の交付額は、次により算出するものとする。 

  ただし、算出された合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。 

(1) 第１項の改善事業の(1)から(10)の事業ごとに、事業の実施に

要した費用の合計額と別紙に定める団体規模別上限額とを比較

して、いずれか低い方の額を選定する。 

 (2) 上記(1)により算出された額の合計額及び総事業費から収入額

（寄付金を除く。）を控除した額並びに第４項の上限額のいずれ

か低い方の額を交付額とする。 

 

（交付申請手続） 

第４条 この助成金の交付を受けようとする事業主団体等は、様式第

１号「時間外労働等改善助成金交付申請書」（以下「交付申請書」

という。）を事業実施年度の８月31日までに主たる事務場の所在地

を管轄する都道府県労働局長（以下「労働局長」という。）に提出



しなければならない。 

 

 （交付決定等） 

第５条 労働局長は、前条の規定による交付申請書の提出があったと

きは、審査のうえ、申請の内容が適当であると認めた場合は、交付

の決定を行い、様式第２号「時間外労働等改善助成金交付決定通知

書」により、また、改善事業を実施することが適当でないと認めた

場合は、不交付の決定を行い、様式第３号「時間外労働等改善助成

金不交付決定通知書」により、当該事業主団体等に通知するものと

する。 

２ 労働局長は、交付申請書が到達した日から起算して原則として１

月以内に交付又は不交付のいずれかの決定を行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 事業主団体等は、交付決定の内容又はこれに付された条件に

対して不服があることにより、助成金交付の申請を取り下げようと

するときは、前条の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載し

た書面を労働局長に提出しなければならない。 

 

 （契約等） 

第７条 改善事業を行う事業主団体等（以下「改善事業実施団体等」

という。）は改善事業を遂行するため、売買、請負その他の契約を

する場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、改善事

業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合

は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。 

 

 （事業実施期間） 

第８条 改善事業実施団体等が改善事業を実施することができる期間

は、交付決定の日から当該交付決定の属する年度の２月１日までと

し、改善事業を実施する期間（以下「事業実施期間」という。）は、

事業主団体等が事業実施計画において指定する。 

 

 （交付決定内容の変更） 

第９条 改善事業実施団体等は、第５条第１項の交付決定を受けた内

容を変更（軽微な変更を除く。）しようとする場合は、あらかじめ

様式第４号「時間外労働等改善助成金事業実施計画変更申請書」を



労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 労働局長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、審

査のうえ、申請の内容が適当であると認めた場合は、事業実施計画

変更承認の決定を行い、様式第５号「時間外労働等改善助成金事業

実施計画変更通知書」により、また、申請の内容が適当でないと認

めた場合は、事業実施計画変更不承認の決定を行い、様式第６号「時

間外労働等改善助成金事業実施計画変更不承認通知書」により、に

よる助成金事業実施不承認通知書により、改善事業実施団体等に通

知するものとする。 

３ 労働局長は第１項の承認をする場合において必要に応じ交付決定

の内容を変更し、又は条件を付することがある。 

 

 （改善事業の中止又は廃止） 

第10条 改善事業実施団体等は、改善事業を中止又は廃止しようとす

るときは、様式第７号「時間外労働等改善助成金事業中止・廃止承

認申請書」を労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 労働局長は、前項の承認をしたときは、様式第７号の２「時間外

労働等改善事業中止・廃止承認申請書」により、改善事業実施団体

等に通知するものとする。 

 

 （事業遅延の届出） 

第11条 改善事業実施団体等は改善事業が予定の期間内に完了するこ

とができないと見込まれる場合、又は改善事業の遂行が困難となっ

た場合においては、あらかじめ様式第８号「時間外労働等改善助成

金事業完了予定期日変更報告書」を労働局長に提出し、その指示を

受けなければならない。 

 

 （状況報告） 

第12条 改善事業実施団体等は改善事業の遂行及び支出状況について、

労働局長から報告を求められたときは、速やかに様式第９号「時間

外労働等改善助成金事業実施状況報告書」を労働局長に提出しなけ

ればならない。 

 

 （支給申請手続及び実績報告） 

第13条 改善事業実施団体等は、事業実施期間が終了したときは、そ

の日から起算して１か月を経過した日又は交付決定を受けた日の属



する年度の２月15日のいずれか早い日までに、様式第10号「時間外

労働等改善助成金支給申請書」（以下「支給申請書」という。）及

び様式第11号「時間外労働等改善助成金事業実施結果報告書」を、

労働局長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において支給申請書及び報告書の提出期限について、

労働局長の別段の承認を受けたときは、その期限によることができ

る。 

 

（助成金の額の確定等） 

第14条 労働局長は、前条の申請及び報告を受けた場合には、支給申

請書及び報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、

その申請及び報告に係る改善事業の実施結果が助成金の交付の決定

の内容又は第９条に基づく計画変更の承認内容及びこれに付した条

件（以下「助成金の交付の決定の内容等」という。）に適合すると

認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第12号「時間

外労働等改善助成金支給決定通知書」により、助成金の交付の決定

内容等に適合しないと認めたときは、様式第13号「時間外労働等改

善助成金不支給決定通知書」により、改善事業実施団体等に通知す

る。 

 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還） 

第15条 改善事業実施団体等は、改善事業完了後に、消費税及び地方

消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額が確定した場合（仕入控除額が０円の場合を含む。）は、

様式第14号「時間外労働等改善助成金に係る消費税額の確定に伴う

報告書」により速やかに、遅くとも改善事業完了日の属する年度の

翌々年度６月30日までに労働局長に報告しなければならない。 

  なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、

当該仕入控除税額を国庫に返納しなければならない。 

 

 （交付決定の取消等） 

第16条 労働局長は、第10条の改善事業の中止又は廃止の申請があっ

た場合及び次に掲げる場合には、第５条の交付決定の全部もしくは

一部を取り消し又は変更することができる。 

  (1) 改善事業実施団体等が、法令、本要綱又は法令若しくは本要

綱に基づく労働局長の処分若しくは指示に違反した場合 



  (2) 改善事業実施団体等が、偽りその他不正の行為により本来受

けることのできない助成金を受け、又は受けようとした場合 

  (3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、改善事業の全部又

は一部を継続する必要がなくなった場合 

２ 労働局長は、前項の(1)から(3)に該当するとして交付決定の全部

もしくは一部を取消し又は変更した場合は、様式第３号の２「時間

外労働等改善助成金交付決定取消・変更通知書」により、改善事業

実施団体等に通知する。 

３ 労働局長は、第１項の取消しをした場合において、既に当該取消

しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を付し

て当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

４ 労働局長は、前項の返還を命ずるときは、様式第15条「時間外労

働等改善助成金返還決定通知書」により、改善事業実施団体等に通

知する。 

５ 労働局長は、第３項の返還を命ずる場合には、その命令に係る助

成金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95％の割

合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

６ 第３項に基づく助成金の返還及び前項の加算金の納付期限は、当

該命令のなされた日から20日とし、期限内に納付がない場合は、未

納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95％の

割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

７ 労働局長は、第１項の取消しをした場合において、改善事業実施

団体等又は構成事業主の行った不正受給が特に重大又は悪質なも

のであると認められる場合、（１）から（４）までの事項を公表す

る。 

 (１）不正受給を行った改善事業実施団体等の名称及び代表者氏名 

 (２）不正受給に係る事業場の名称、所在地及び事業概要 

 (３）不正受給に係る助成金の名称、交付決定を取り消した日及び返

還を命じた額及び返還状況 

 (４）事業主の行った不正の内容 

 

 （財産の管理） 

第17条 改善事業実施団体等は、助成対象経費により取得し、又は効

用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、改

善事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、

助成金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならな



い。 

２ 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込

まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることがあ

る。 

 

 （財産の処分の制限） 

第18条 所得財産等のうち、施行令第13条第４号の規定により、厚生

労働大臣が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加

価格が30万円を超える機械、重要な器具その他の財産とする。 

２ 改善事業実施団体等は、施行令第14条第１項第２号の規定により

厚生労働大臣が別に定める期間中において、処分を制限された取得

財産等を処分するときは、あらかじめ労働局長の承認を受けなけれ

ばならない。 

３ 前条第２項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

 

 （助成金の経理） 

第19条 改善事業実施団体等は、改善事業についての収支簿を備え、

他の経理と区分して改善事業の収入額及び支出額を記載し、助成金

の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 改善事業実施団体等は、前項の支出額について、その支出内容を

証する書類を整備して前項の収支簿とともに推進事業の完了の日の

属する年度の終了後５年間保管しなければならない。ただし、事業

により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間

を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は施行令第14条第

１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する

日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 

 （その他） 

第20条 助成金の交付に関するその他必要な事項は、厚生労働省労働

基準局長が別途定める。 

 

 （附則） 

この要綱の規定は、平成30年４月６日以降の交付申請から適用する。 

  



別紙 団体規模別の事業別上限額表 

（単位：千円） 

 

 

 

 

事業の内容  

団体規模別上限額  

都道府県単位又は

複数の都道府県単

位で構成する中小

企業事業主団体等  

左記以外  

(1) 市場調査の事業 １，０００  ５００  

(2) 新ビジネスモデル開発、実験の事 

  業 

３，０００  ３，０００  

(3) 材料費、水光熱費、在庫等の費用

の低減実験（労働費用を除く）の

事業 

１，０００  ５００  

(4) 下請取引適正化への理解促進等、

労働時間等の設定の改善に向けた

取引先等との調整の事業 

５００  ２００  

(5) 販路の拡大等の実現を図るため

の展示会開催及び出展の事業 

１，０００  ５００  

(6) 好事例の収集、普及啓発の事業 

(集計・資料作成等を含む) 

 

２，０００  

 

１，０００  

(7) セミナーの開催等の事業 

（１回当たり） 

 １，０００  ５００  

(8)  巡回指導、相談窓口の設置等の

事業 

① 全体説明会(１回当たり) 

② 巡回形式個別指導(全体) 

③ 相談会形式個別指導(１回当たり) 

 

   

５００  

 ２，０００  

   ５００  

 

 

２００  

１，０００  

２００  

(9) 共同機器の導入・更新の事業 ３，０００  ３，０００  

(10) 人材確保に向けた取組の事業 ２，０００  １，０００  


