１５ ６５歳超雇用推進助成金
６５歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成するものであり、
高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
本助成金は次の３つのコースに分けられます。
Ⅰ ６５歳以上への定年引上げ等を行う場合に助成する「６５歳超継続雇用促進コース」
Ⅱ 高年齢者の雇用環境の整備を行う場合に助成する「高年齢者雇用環境整備支援コー
ス」
Ⅲ 高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する場合に助成する「高年齢者無期雇用
転換コース」

Ⅰ ６５歳超継続雇用促進コース
６５歳以上への定年引上げ等を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の推進を
図ることを目的としています。

対象となる措置
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主（以下、
「申請事業主」という）が、次の（１）
～（３）のいずれかを就業規則または労働協約に規定し、実施した場合に受給することができます。
（１）６５歳以上への定年の引上げ
（２）定年の定めの廃止
（３）希望者全員を対象とした６６歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

対象となる事業主
本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。
１ 「各雇用関係助成金に共通の要件等」
（本パンフレット８～１１ページ）
のＡの要件に該当するとともに、
Ｂの要件に該当していないこと。
そのうち特に次の点に留意してください。
（１）定年引上げ等の実施状況や制度の規定にあたって費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・
保管し、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課）
から提出を求められた場合にそれに応じること
（２）支給申請日の前日において、当該事業主に１年以上継続して雇用されている６０歳以上の雇用保険被
保険者（※１）が１人以上いること
※１ 短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます。また、期間の定めのない労働契約を締結する労働
者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

２ 定年引上げ等の措置の実施に要した経費を支払っていること
３ 高年齢者雇用推進者(※２)の選任に加え、次の①～⑦の高年齢者雇用管理に関する措置を１つ以上実施
していること
① 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
② 作業施設・方法の改善
③ 健康管理、安全衛生の配慮
④ 職域の拡大
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⑤ 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
⑥ 賃金体系の見直し
⑦ 勤務時間制度の弾力化
※２ 高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当してい
るものとして、必要な知識および経験を有している者の中から事業主が選任する者をいいます。

注意

次の場合は支給対象となりません。
定年引上げ等の措置を実施した日から起算して１年前の日から支給申請日の前日までの間に、
労
働協約又は就業規則において、高年齢者雇用安定法第８条（６０歳以上の定年を定めていること）
または第９条第１項（６５歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること）の規定と異なる定めを
していた場合

支給額
１ 本助成金は、実施した対象措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、１年以上継続して雇用されている６
０歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、下表の額が支給されます（※３）
＜定年の引上げまたは定年の定めの廃止＞
措置内容
(引上げ年齢)

６５歳

６６歳以上

定年の定めの

５歳未満

５歳

５歳未満

５歳以上

廃止

１～２人

１０万円

１５万円

１５万円

２０万円

２０万円

３～９人

２５万円

１００万円

３０万円

１２０万円

１２０万円

１０人以上

３０万円

１５０万円

３５万円

１６０万円

１６０万円

６０歳以上
被保険者数

＜希望者全員を対象とした６６歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入＞
措置内容
(雇用延長年齢)

６６～６９歳

７０歳以上

４歳未満

４歳

５歳未満

５歳以上

１～２人

５万円

１０万円

１０万円

１５万円

３～９人

１５万円

６０万円

２０万円

８０万円

１０人以上

２０万円

８０万円

２５万円

１００万円

６０歳以上
被保険者数

※３ 定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。
また、１事業主当たり（企業単位）１回限りとなります。

受給手続
本助成金を受給しようとする申請事業主は、当該措置の実施日の翌日から起算して２か月以内に、
「６５歳超
雇用推進助成金（６５歳超継続雇用促進コース）支給申請書」に必要な書類を添えて（※４）
、管轄の都道府県
支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課）に支給申請してください。
※４ 申請書等の様式やこれに添付すべき書類については、都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部は高齢・
障害者窓口サービス課）へお問い合わせください。
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利用にあたっての注意点
１ そのほか本助成金の受給にあたっては、
「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＤ,Ｆ,Ｇにご留意くださ
い。
２ 本助成金の要件や手続き等の詳細については、都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部
は高齢・障害者窓口サービス課）へお問い合わせください。
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Ⅱ 高年齢者雇用環境整備支援コース
高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の推進
を図ることを目的としています。

対象となる措置
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主（以下「申請事業主」という）が、企業内にお
ける高年齢者の雇用の推進を図るための「高年齢者雇用環境整備の措置」を、次の１および２により実施した
場合に受給することができます。
１ 雇用環境整備計画書の認定
高年齢者の雇用の推進のための次の（１）または（２）のいずれかの「高年齢者雇用環境整備の措置」
を記載した「雇用環境整備計画書」
（※１）を作成し、
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機
構」という。
）理事長に提出してその認定を受けること
※１ 実施期間が２年以内であるものに限ります。

（１）機械設備、作業方法、作業環境の導入または改善による、既存の職場または職務における高年齢者の
雇用の機会の増大
機械設備（※２）
、作業方法（※３）
、高年齢者が安全に働ける作業環境（※４）の導入または改善を
行い、既存の職場、職務における高年齢者の雇用の機会の増大を実施すること
※２ 主に指先、視覚、筋力等身体的機能を使う作業について、作業補助具その他機械設備の導入等により、その
機能の低下を補完し、負担の軽減を図ること等により、高年齢者の職業能力を十分発揮できるようにするもの
をいいます。
※３ 主に判断力、注意力等を要する作業について、作業指示の平易化等作業方法の改善により、判断力、注意力
等の低下を補完し、作業における安全を確保すること等により、高年齢者の職業能力を十分発揮できるように
するものをいいます。
※４ 照明等の作業環境の改善により、作業効率を高めるとともに、負担の軽減を図ること等により、高年齢者の
職業能力を十分発揮できるようにするものをいいます。

（２）高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度
の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
次の①～⑦のいずれかの措置を労働協約または就業規則に定めて実施すること。
① 高年齢者の意欲および能力に応じた適正な配置および処遇を行うため、高年齢者の職業能力を評価
する仕組みおよびこれを活用した賃金・人事処遇制度の導入または改善を行うこと
② 短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる労働時間制度の導
入または改善を行うこと
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善を行うこと
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要となる知識を付与するための研修制度の導入ま
たは改善を行うこと
⑤ 高年齢者の意欲と能力を活かすため、高年齢者向けの専門職制度の導入等、高年齢者に適切な役割
を付与する制度の導入または改善を行うこと
⑥ 高年齢者に対して、医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度（※５）の導入を行
うこと
※５ 法定の健康診断以外の健康管理制度であって、一定の検診項目を含む人間ドックまたは生活習慣病予防検診
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のいずれかの制度をいいます。また、検診の費用の半額以上を事業主が負担する制度であることが必要です。

⑦ ①～⑥に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度
の導入または改善を行うこと
２ 高年齢者雇用環境整備の措置の実施
１の雇用環境整備計画に基づき、
当該雇用環境整備計画の実施期間内に
「高年齢者雇用環境整備の措置」
を実施すること。

対象となる事業主
本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。
１ 「各雇用関係助成金に共通の要件等」
（本パンフレット８～１１ページ）
のＡの要件に該当するとともに、
Ｂの要件に該当していないこと。
そのうち特に次の点に留意してください。
（１）支給申請日の前日において、当該事業主に１年以上継続して雇用されている６０歳以上の雇用保険被
保険者であって講じられた高年齢者雇用環境整備の措置により雇用環境整備計画の終了日の翌日から６
か月以上継続して雇用されている者（以下、
「支給対象被保険者」という）が１人以上いること
（２）高年齢者雇用環境整備の措置の実施状況やそれに要する費用を負担した状況を明らかにする書類等を
整備・保管し、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サー
ビス課）から提出を求められた場合にそれに応じること
２ 高年齢者雇用環境整備の措置の実施に要した経費を支払っていること。
注意

１ 次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
（１）
雇用環境整備計画書を提出した日から起算して１年前の日から支給申請日の前日までの間に、
労働協約又は就業規則において、高年齢者雇用安定法第８条（６０歳以上の定年を定めている
こと）または第９条第１項（６５歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること）の規定と異
なる定めをしていた場合
（２）高年齢者雇用環境整備の措置の実施に必要な許認可等を受けていない場合
２ 当該雇用環境整備計画の実施により取得した５０万円以上の機械設備等を支給決定日から起算
して１年を経過した日までの期間、転用、譲渡、売却、解約または改造した場合は不支給または
返還となります。

支給額
本助成金は、申請事業主が雇用環境整備計画の実施期間内に要した次の（１）～（２）の高年齢者雇用
環境整備の措置の種類ごとに示した支給対象経費（※６）に、６０％（中小企業以外は４５％（※７）
）を
乗じて得た額（１，０００円未満切り捨て）が支給されます。なお、生産性要件を満たしていることが確
認できた事業主については、支給対象経費に７５％（中小企業以外は６０％）を乗じて得た額（１，００
０円未満切り捨て）が支給されます。
ただし、支給対象被保険者の数に２８．５万円（３６万円）
（※８）を乗じて得た額（その額が１，００
０万円を超える場合は１，０００万円）を上限とします。
※６ 人件費を含みません。支給申請日までに支払いが完了したものであって証拠書類により支払いの事実が確認
できるものに限ります。
※７ 中小企業事業主の範囲については「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＣを参照
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※８ 生産性要件を満たしていることが確認できた事業主については、
（ ）内の額となります。

（１）機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者
の雇用の機会の増大
既存の職場または職務において高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な次のア～オに掲げる経費
ア 既存の作業方法・作業環境の分析、新たな作業方法・作業環境の考案・整備、作業手順書の作成・
改善、機械設備等の設計・製作・改造・購入・運搬・据付または事業所のレイアウト変更・改修工
事等に要した経費
イ 雇用する高年齢者に対し、新たな機械設備、作業方法または作業環境で就労するために必要な知
識または技能を習得させるための講習または相談に要した経費（※９）
※９ 実施期間が６か月以下のものに限ります。

ウ 機械設備等の賃借料（※１０）
※１０ 高年齢者の雇用の機会の増大のために新たに賃借を開始したものに限ります。また、雇用環境整備計画実
施期間内の賃借に係る賃借料に限るものとし、６か月分を上限とします。

エ コンサルタントとの相談に要した経費
オ その他、機械設備、作業方法または作業環境の改善等による高年齢者の雇用の機会の増大のため
に必要と認められる経費
（２）高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度
の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託費、
コンサルタントとの相談に要し
た経費（※１１）
※１１ 当該措置の導入を実施した場合は、３０万円の費用を要したものとみなします。
ただし、当該措置の申請は企業単位で１回限りとし、過去に高年齢者雇用安定助成金のうち健康管理制度の
導入により助成金の支給を受けた事業主は申請できません。

注意

申請事業主とその配偶者、親族、従業員等との間の取引に要した経費は支給対象となりません。

（参考）支給額のイメージ

支給対象経費の６０％（中小企業以外４５％）と、支給対象被保険者数×２８．５万円を比較して、少
ない方の額が支給額となります。
【ケース１】
Ａ社（中小企業以外、支給対象被保険者数が３０人）が、対象となる高年齢者雇用環境整備の措置を行い、
これにかかった支給対象経費が１，０００万円の場合
①１，０００万円×４５％＝４５０万円

＜ ②３０人×２８．５万円＝８５５万円

※ 支給額は４５０万円（①）
【ケース２】
Ｂ社（中小企業、支給対象被保険者数が８人）が、対象となる高年齢者雇用環境整備の措置を行い、これ
にかかった支給対象経費が５００万円の場合
①５００万円×６０％＝３００万円

＞ ②８人×２８．５万円＝２２８万円

※ 支給額は２２８万円（②）
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受給手続
本助成金を受給しようとする申請事業主は、次の１～２の順に受給手続をしてください。
１ 計画の認定申請
「雇用環境整備計画」の実施期間の開始日から起算して６か月前の日から３か月前の日までに、当該計
画を記載した「雇用環境整備計画書」に必要な書類を添えて（※１２）
、管轄の都道府県支部高齢・障害者
業務課（東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課）に認定申請をしてください。当該認定の後、
「雇用環境整備計画認定通知書」が交付されます。
※１２ 雇用環境整備計画書の様式やこれに添付すべき書類については、都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支
部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課）へお問い合わせください。

２ 支給申請
「雇用環境整備計画」の実施期間の終了日の翌日から起算して６か月後の日の翌日からその２か月後の
日までの間に、
「６５歳超雇用推進助成金（高年齢者雇用環境整備支援コース）支給申請書」に必要な書類
を添えて（※１３）
、管轄の都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サ
ービス課）に支給申請してください。
※１３ 申請書等の様式やこれに添付すべき書類については、都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支
部は高齢・障害者窓口サービス課）へお問い合わせください。

（参考）受給手続きの流れ
【例：雇用環境整備計画の実施期間が平成３０年１２月１日～平成３１年１１月３０日（１年間）の場合】

計
画
認
定

３か月

30/6/2

30/9/2

計画実施期間

30/12/1
３か月

環境整備計画書提出期間
平成 30 年６月２日～９月２日

２か月

31/11/30
実施した措置の運用、対象労働者の
雇用継続確認期間（６か月）
平成 31 年 12 月 1 日
～平成 32 年５月 31 日

32/7/31

支給申請書提出期間
平成 32 年６月 1 日
～平成 32 年７月 31 日

利用にあたっての注意点
１ そのほか本助成金の受給にあたっては、
「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＤ,Ｆ,Ｇにご留意くださ
い。
２ 本助成金の要件や手続き等の詳細については、都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部
は高齢・障害者窓口サービス課）へお問い合わせください。
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Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース
高年齢の有期契約労働者をより安定した雇用形態に転換する事業主に対して助成するものであり、高年
齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

対象となる措置
本助成金（コース）は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の１の対象労働者に対して、
有期雇用の高年齢者を安定した雇用形態に転換する措置を、２と３により実施した場合に受給することができ
ます。
１ 対象労働者
本助成金（コース）における「対象労働者」は、次の（１）～（５）のいずれにも該当する労働者です。
（１）申請事業主が雇用している通算雇用期間が６か月以上（※１）で５０歳以上かつ定年年齢（※２）未
満の有期契約労働者（※３）であること
（２）無期雇用への転換日において、６４歳以上の者でないこと
（３）労働契約法第１８条に基づき、労働者からの申込により無期雇用に転換した者でないこと
（４）無期雇用労働者として雇用することを約して雇入れられた有期契約労働者でないこと
（５）無期雇用への転換日の前日から過去３年以内に、当該事業主の事業所に無期雇用労働者として雇用さ
れたことがないこと
（６）支給申請日の前日において、当該事業主の事業所の雇用保険被保険者であること
※１ 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間
に、これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が６月以上ある（通算対象の契約期間が１年未満の場合は、
その２分の１以上の空白期間がある）場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しません。
※２ 同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年年齢をいい、６５歳以上で
ある場合は、６５歳とします。
※３ 期間の定めのある労働契約を締結する労働者のうち、派遣労働者以外の者をいいます。

２ 無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」
（※４）を作成して、それについて（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下
「機構」という。
）理事長に提出してその認定を受けること
なお、無期雇用転換計画書提出日において、事業主は次の（１）および（２）を満たしていることが必
要です。
（１）有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度（※５）を労働協約または就業規則その他これに
準ずるものに規定していること
（２）高年齢者雇用推進者(※６)の選任に加え、次の①～⑦の高年齢者雇用管理に関する措置を１つ以上
実施していること
① 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
② 作業施設・方法の改善
③ 健康管理、安全衛生の配慮
④ 職域の拡大
⑤ 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
⑥ 賃金体系の見直し
⑦ 勤務時間制度の弾力化
- 224 -

※４ 実施期間が３年から５年までのものに限ります。
※５ 実施時期が明示され、有期契約労働者として平成２５年４月１日以降に締結された契約に係る期間が通算５年
以内の者を無期雇用労働者に転換する制度に限ります。
※６ 高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当してい
るものとして、必要な知識および経験を有している者の中から事業主が選任する者をいいます。

３ 無期雇用への転換の実施
２の無期雇用転換計画に基づき、対象労働者に対する次の（１）～（４）のすべてを満たす措置を実施
したこと
（１）対象となる有期契約労働者を計画実施期間内に無期雇用労働者(※７)に転換すること
（２）
（１）の転換後、６か月以上継続して雇用し、６か月分(※８)の賃金を支払ったこと
（３）支給申請日において制度を継続して運用していること
（４）転換した対象労働者を６５歳以上まで雇用する見込みがあること
※７ 転換した日から支給申請日の前日において、雇用保険被保険者として適用されていることが必要です。
※８ 通常勤務した日数が１１日未満の月は除きます。

対象となる事業主
本助成金（コース）を受給する事業主は、
「各雇用関係助成金に共通の要件等」
（本パンフレット８～１１ペ
ージ）のＡの要件に該当するとともに、Ｂの要件に該当していないことが必要です。
そのうち特に次の点に留意してください。
１ 上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする
書類（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）を整備・保管し、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課（東
京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課）から提出を求められた場合にそれに応じること
注意

次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
１ 転換日の前日から起算して６か月前の日から１年間を経過した日までの間に、
雇入れ事業主が、
その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇（勧奨退職等を含む）したことがある
場合
２ 転換日の前日から起算して６か月前の日から１年間を経過した日までの間に、当該転換を行っ
た適用事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由（※
９）により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の６％を超えて、かつ４人以上離職させ
ていた場合
※９ 雇用保険の離職票上の離職区分コードの１Ａまたは３Ａに該当する離職理由（事業主都合解雇、勧奨
退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む）をいいます。

３ 無期雇用転換計画書提出日から起算して１年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協
約又は就業規則において、高年齢者雇用安定法第８条（６０歳以上の定年を定めていること）ま
たは第９条第１項（６５歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること）の規定と異なる定めを
していた場合
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支給額
１ 本助成金（コース）の支給額は、対象労働者１人につき４８万円（３８万円）です。
注 （ ）内は中小企業以外の額（中小企業事業主の範囲については「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＣを参照）

２ 生産性要件を満たしていることを確認できた事業主については、対象労働者１人につき６０万円（４８
万円）が支給されます。
３ 対象労働者の合計人数は１支給申請年度１適用事業所あたり１０人を上限とします。

受給手続
本助成金（コース）を受給しようとする申請事業主は、次の１～２の順に受給手続きをしてください。
１ 計画の認定申請
「無期雇用転換計画」の実施期間の開始日から起算して６か月前の日から２か月前の日まで（認定申請
期間）に、当該計画を記載した「無期雇用転換計画書」に必要な書類を添えて（※１０）管轄の都道府県
支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課）に認定申請してください。
当該認定の後、
「無期雇用転換計画認定通知書」が交付されます。
※１０ 無期雇用転換計画書の様式やこれに添付すべき書類については、都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支
部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課）へお問い合わせください。

２ 支給申請
無期雇用転換計画に基づき、無期雇用への転換後、６か月分の賃金を支払った日の翌日から２か月以内
（支給申請期間）に、
「６５歳超雇用推進助成金（高年齢者無期雇用転換コース）支給申請書」に必要な
書類を添えて（※１１）
、管轄の都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部は高齢・障害者
窓口サービス課）へ支給申請してください。
※１１ 申請書等の様式やこれに添付すべき書類については、都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支
部は高齢・障害者窓口サービス課）へお問い合わせください。

（参考）受給手続きの流れ
【例】
・無期雇用転換計画期間が平成３１年２月１日からである場合
・転換日が平成３１年３月１日、賃金締切日が月末で翌月２０日払いである場合
支給申請期間
平成 31 年 9 月 21 日
～平成 31 年 11 月 20 日

認定申請期間
平成 30 年 8 月 2 日
～平成 30 年 12 月 2 日

計
画
認
定
30/8/2

30/12/2

６か月分の
賃金算定期間

計画期間 転換日
開始日 31/3/1

31/8/31

31/9/21

賃金支払日

31/2/1

31/9/20
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31/11/20

利用にあたっての注意点
１ 本助成金（コース）の受給にあたっては、
「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＤ,Ｆ,Ｇにご留意くだ
さい。
２ 本助成金の要件や手続き等の詳細については、都道府県支部高齢・障害者業務課（東京支部、大阪支部
は高齢・障害者窓口サービス課）へお問い合わせください。
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