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鳥取県内企業の事業拡大や鳥取県内へ進出される県外企業及び社員のスキルアップや雇用維持に活

用いただける雇用関係助成制度の概要を紹介します。 

※助成制度名の青字は県関係制度、黒字は国関係制度です。今後制度改正や創設があった場合は、ホーム

ページでご案内します。 

○鳥取県公式ホームページアドレス http://www.pref.tottori.lg.jp/ 
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区分･助成制度名 頁 担当機関・団体 

Ⅰ．新たな採用をお考えの場合に 

  1 企業立地事業補助金 

３ 
鳥取県商工労働部立地戦略課 

 2 【新規】次世代ソフトウェア産業等立地事業補助金 

 3 鳥取県版経営革新総合支援補助金 
鳥取県商工労働部企業支援課 

 4 鳥取県経営革新正規雇用創出奨励金 ４ 

 5 労働移動受入奨励金 ５ 鳥取県商工労働部雇用人材局鳥取県立ハローワーク 

 6 中小企業の求人情報発信支援事業補助金 
６ 

鳥取県商工労働部雇用人材局雇用政策課 

 7 【新規】鳥取県版働き方改革促進体制整備事業補助金 【新規】鳥取県商工労働部雇用人材局とっとり働き方改革支援センター 

 8 離職者正規雇用奨励金 
７ 

鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局女性活躍推進課 

 9 鳥取県企業等農業参入促進支援事業 
鳥取県農林水産部経営支援課 

 10 鳥取県版農の雇用支援事業 ８ 

 11 鳥取県版緑の雇用支援事業 ９ 鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課 

 12 鳥取県木材産業雇用支援事業 

１０ 

鳥取県農林水産部 森林・林業振興局県産材・林産振興課 

 13 
地域の建物づくりを支える人材育成支援事業 

（インターンシップ受入支援） 
鳥取県総務部営繕課 

 14 【新規】インターンシップ研修受入企業支援交付金 

１１ 鳥取県県土整備部県土総務課  15 鳥取県建設工事新規入職者トレーナー事業補助金 

 16 鳥取県建設業魅力発信事業費補助金 

 17 地域雇用開発助成金 
１２ 

ハローワーク及び鳥取労働局職業対策課  18 トライアル雇用助成金 

 19 特定求職者雇用開発助成金 １３ 

Ⅱ．社員のスキルアップ（社員研修) ・雇用管理改善などに  

 20 企業立地等事業による新規雇用者研修費補助金 
１６ 

鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課 

 21 【新規】働き方改革促進のための専門家派遣制度 【新規】鳥取県商工労働部雇用人材局とっとり働き方改革支援センター 

 22 企業のファミリーサポート休暇等取得促進奨励金事業 １７ 鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子育て応援課 

 23 育児休業復帰支援助成金 

１８ 
鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局 

女性活躍推進課 
 24 女性活躍のための企業支援補助金 

 25 環境整備支援助成金 

 26 鳥取県建設業で働く女性の就労環境整備事業 

１９ 

鳥取県県土整備部県土総務課 

 27 地域の建物づくりを支える人材育成支援事業（資格取得支援） 鳥取県総務部営繕課 

 28 鳥取県建設労働者等スキルアップ事業補助金 鳥取県県土整備部県土総務課 

 29 鳥取県建設労働者スキルアップ研修フォロー事業交付金 
２０ 

鳥取県県土整備部県土総務課、技術企画課 

 30 キャリアアップ助成金 ハローワーク及び鳥取労働局職業安定課 

 31 人材開発支援助成金 ２１ ハローワーク及び鳥取労働局訓練室 

 32 人材確保等支援助成金 ２３ ハローワーク及び鳥取労働局職業対策課 

 33 
業務改善助成金 

（中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金） ２６ 

鳥取労働局雇用環境・均等室 

 34 時間外労働等改善助成金 鳥取労働局雇用環境・均等室 

 35 両立支援等助成金 ２７ 鳥取労働局雇用環境・均等室 

Ⅲ．雇用の維持や正社員への転換などに 

 36 正規雇用転換促進助成金事業 
３２ 

鳥取県商工労働部雇用人材局鳥取県立ハローワーク 

 37 雇用調整助成金 

ハローワーク及び鳥取労働局職業対策課 
 38 労働移動支援助成金 ３３ 

参考：労働契約に関する基本ルール ３５ 鳥取労働局 
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Ⅰ 新たな採用をお考えの場合に 

 

１ 企業立地事業補助金【県】  

 

県内の工業団地等に新増設を行う事業主が対象 
区  分 投資額 新規常時雇用労働者数 補助率 限度額 摘  要 

地域経済牽引事業 
１億円超 

(県内中小企業３千万円超) 
10 人以上 

(県内中小企業３人以上) 
10％ ５億円 

・土地代、 

リース・賃

借 料 も 対

象。 

 

・補助率上限

は 40％ 

 

・単年度の補

助金交付額

の上限は５

憶円 

製  造  業 
１億円超 

(県内中小企業３千万円超) 

10 人以上 
(県内中小企業３人以上) 

10％ ５億円 

県内への波及効果が大き

いセットメーカー 
１億円超 

(県内中小企業３千万円超) 
10 人以上 

(県内中小企業３人以上) 
20％ 15 億円 

自然科学研究所・技術者研 

修所 
３千万円超 

技術者等５人以上 
(県内中小企業３人以上) 

20％ 10 億円 

ソフトウェア業・機械設計

業・デザイン業・コンテン 

ツ事業 

３千万円超 
技術者等５人以上 

(県内中小企業３人以上) 
10％ 10 億円 

情報処理・提供サービス業 ３千万円超 20 人以上（含パート） 10％ ２億円 

知事特認等加算 ― ― 
５～

10％ 
15 億円 

※地域経済牽引事業…地域未来投資促進法に基づき県（又は国）が承認した「地域経済牽引事業計画」による事業 

※県内中小企業の場合は、新規常時雇用労働者数に 65 歳以上の者を含めることができる。 

 

２ 【新規】 次世代ソフトウェア産業等立地事業補助金【県】  

 

県内で情報処理・提供サービス業に属する事業、ソフトウェア業、コンテンツ事業、一般事務・会

計事務等を行う事業主が対象 

補 助 対 象 経 費 
○事業所の賃借に要する費用 

○設備の賃借に要する費用 

新規常用雇用者数 

⑴ 情報処理・提供サービス業に属する事業の場合…20 人以上（パート含む） 

⑵ ソフトウェア業、デザイン業・機械設計業等の場合…５人以上（技術者等） 

⑶ コンテンツ事業の場合…３人以上 

⑷ 一般事務・会計事務・事務用機器操作事務の場合…５人以上 

※県内中小企業は、65 歳以上の者を含む 

補 助 限 度 額 
⑴、⑵に掲げる事業：1,500 万円／年（総額） 

⑶、⑷に掲げる事業：1,000 万円／年（総額） 

補 助 率 、 期 間 50％、５年間 

 

３ 鳥取県版経営革新総合支援補助金【県】  

 

平成 28 年度以降に経営革新計画の承認等を受けた事業主で正社員を採用した場合が対象 

助成概要 

県の承認等を受けた経営革新計画の実施に伴い新規に雇用する正規雇用者（鳥取県内に住所を有する者）

に対し毎月支払う給与（総支給額）を補助するものです。 
 
（１）鳥取県版経営革新計画〈スタート型〉の認定を受けた県内事業者 

補助額上限 200 万円 ※小規模事業者（従業員 20 名以下）に限定。 
（２）中小企業等経営強化法（旧新事業活動促進法）に基づく経営革新計画の承認を受けた県内事業者 

補助額上限 1,000 万円 
※正規雇用者一人につき補助金上限は原則 50 万円（高度人材育成を実施する場合は 70 万円／人） 
※正規雇用創出、新商品開発等、設備投資の３つのメニューを自由に組み合わせて、上記の補助額上

限まで利用可能です。 

主な要件 

 
■上記（１）、（２）のいずれかに記載の経営革新計画の認定等を受けること。 
 
■その上で、鳥取県版経営革新総合支援補助金の交付決定を受けること。（※補助事業の着手（正規雇用）

鳥取県商工労働部 企業支援課（TEL: 0857-26-7242） 

鳥取県商工労働部 立地戦略課（TEL: 0857-26-7220） 

鳥取県商工労働部 立地戦略課（TEL: 0857-26-7245） 
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は、交付決定後であることが必要です。） 
○本補助金における「正規雇用者」は、雇用期間の定めのない雇用者であって当該事業所において正社

員として位置づけられる者（※）であり、雇用保険の被保険者と定義する。 
※「事業所において正社員として位置づけられる者」については、原則として、他の正規雇用者の労

働時間と同程度であり、１週間の所定労働時間が週３０時間以上であること。 
○正規雇用者一人につき補助額上限を原則５０万円（高度人材育成を実施する場合は７０万円／人）と

し、かつ一人当たり一月当たりの補助額上限は５万円とする。 
○交付申請時点における雇用保険の被保険者（鳥取県内に住所を有する者）の総数（＝基準人数）と補

助事業終了日時点における総数を比較し、基準人数を上回る人数を補助金交付対象者数の上限とす

る。 

 

 

 

４ 鳥取県経営革新正規雇用創出奨励金【県】 

 

平成２７年３月３１日以前に経営革新計画の承認等を受けた事業主で正社員を採用した場合が対象 

助成概要 

正規雇用者１人当たり最大１００万円（６か月ごとに最大５０万円支給） 
 ※奨励金の申請は、６か月間及び１２か月間の雇用をそれぞれ達成した後に可能となります。 

（申請手続が正規雇用から６か月後と１２か月後の２回あります。奨励金の申請書の受付期間は、それ

ぞれの達成から６か月間です。） 

主な要件 

①申請ができる方の要件 
次の要件を全て満たす事業主 

 ・平成 27 年３月 31 日以前に法律に基づく経営革新計画か鳥取県版経営革新計画の承認（認定）（※）

を受けた鳥取県内の事業主 
 ・雇用保険適用事業所であること 
 ※経営革新計画・鳥取県版経営革新計画は、奨励金を申請する正規雇用者の雇入日が属する年度の４月

１日の時点で終了していないこと 
 
②奨励金の対象となる労働者の要件 

次の要件を全て満たす方で６か月以上（１２か月以上）の雇用実績がある方 
・新規に正規雇用者（※）として雇い入れられた雇用保険の被保険者で、県内在住の者 

  ※この奨励金の対象となる「正規雇用者」とは次の要件を全て満たす方です。 
  ・無期雇用であること  ・所定労働時間が週３０時間以上であること 
  ・１週間の所定労働時間が同じ事業所で働く他の正社員と比較して同程度であること 
  ・風営法に規定する業種の事業に従事する従業員ではないこと 

・平成 24 年４月１日と経営革新計画・鳥取県版経営革新計画の承認（認定）日を比較していずれか遅

い方の日以降に新たに正規雇用された者 
 
③奨励金を申請できる人数の上限 

次の計算式により求めた値（純増数）。正規雇用の事実があっても、奨励金の申請日の時点で雇用保険 
の被保険者数（県内在住者）が経営革新計画・鳥取県版経営革新計画の承認（認定）日よりも純増して 
いなければ、奨励金は支給できません（正規雇用後に別の労働者が離職した場合等はご注意ください）。 

Ａ－（Ｂ＋Ｃ）＝申請可能な人数の上限 
Ａ：奨励金申請日の県内在住の雇用保険被保険者数 
Ｂ：直近３年の間に本奨励金及び県が支給する本奨励金と類似する奨励金等の対象となった人数 
 ※１２か月の正規雇用の達成後に申請されるときは、前回６か月の正規雇用の達成後に申請した時

に使用したＢの値をそのまま使用してください。 
Ｃ：経営革新計画の承認日又は鳥取県版経営革新計画の認定日の県内在住の雇用保険被保険者数 
 

④奨励金支給額の積算方法 
 ②の要件に該当する労働者の数（③で求めた人数が上限）×５０万円（※） 
 ※申請時点における直近６月の賃金支給総額（手当・賞与含む）が５０万円未満の労働者に係る奨励金

は、直近６月の賃金支給総額が上限。 
 
⑤奨励金を支給しないケース 
 以下のようなケースでは奨励金を支給できません。 

・奨励金を申請する正規雇用者の雇い入れ日の６か月前から申請日までの間に、従業員を事業主都合 

で解雇している場合（自己都合で離職しているときは申請可能です）。 

鳥取県商工労働部 企業支援課（TEL: 0857-26-7242） 
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・適正な労務管理を行ってない場合（例：（法的な加入義務があるにも関わらず）健康保険・厚生年金

に加入していない、最低賃金未満の賃金しか払っていない、時間外や深夜の割増賃金を払っていない、

労働者名簿など法律で作成義務のある帳票を作成していない など） 
・経営革新計画又は鳥取県版経営革新計画の進捗が図られていない場合（奨励金の申請時には計画の進

捗状況を書面で報告していただきます） 
・平成２４年４月１日以降に離職した者を再雇用しているとき。 
・同一の労働者に、本奨励金とは別に県から本奨励金と類似する他の奨励金が支給されているとき。 
 

⑥奨励金の返還が生じるケース 
 次のいずれかに該当するときは、奨励金の支給決定を取り消し、奨励金の全部又は一部を返還していた

だきますので、ご注意ください。 
・奨励金の対象となった労働者を雇い入れた日から起算し１年６月を経過する日以前に事業主都合で労

働者（奨励金の対象となった労働者以外の労働者を含む。）を解雇した場合 
 ・偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合 

・支給すべき額を超えて支給を受けた場合 
 

 

５ 労働移動受入奨励金【県】  

 

事業縮小等に伴って事業主都合により離職した人を離職後１年以内に正規雇用した事業主が対象 

助成概要 
正規雇用者１人当たり５０万円（６か月ごとに２５万円支給） 

※奨励金の申請は、６か月雇用後の実績により申請 

主な要件 

①対象となる離職者（以下「対象労働者」という。） 

次のいずれにも該当する離職者であること 

・県立ハローワーク、国のハローワーク、公益財団法人産業雇用安定センター又はその他の職業紹介事

業者（以下「ハローワーク等」という。）に求職登録している離職者 

・次のいずれにも該当する企業を事業主都合により離職した者 

(1) 公益財団法人産業雇用安定センターに離職者の支援登録をしている企業 

(2) 県が認めた業種に該当する企業 

(3) 次のいずれかに該当する企業 

    ア 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近３か月間の月平均値が前年同期に比べ

概ね１０％以上減少 

    イ 雇用保険被保険者数の最近３か月間の月平均値が前年同期に比べて増加していない 

  (4) 事業縮小等により３０人以上の離職者を発生させる企業 

 

②対象となる事業主 

 次のいずれにも該当する事業主であること 

・県が認めた業種に該当する事業主 

・対象労働者をハローワーク等の紹介により県内に所在する事業所で雇用した事業主 

・対象労働者が離職した企業と経済的に独立している事業主（親会社、子会社、関連会社は対象外） 

 ・雇い入れる労働者が次のすべての要件を満たしていること 

(1) 離職後１年以内に新規に正規雇用者として雇い入れられた者で、県内在住の者 

(2) 平成２４年１２月１９日以降に新たに雇用された者 

(3) 離職後、対象事業主以外に正規雇用されていない者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県商工労働部 雇用人材局 鳥取県立ハローワーク（TEL: 0857-51-0501） 
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 ６ 中小企業の求人情報発信支援事業補助金【県】  

 

大手就職情報サイトに求人情報を掲載する事業主が対象 

助成概要 

主に学生を対象とした就職情報サイトへの掲載料の１/２を補助 

また、次の①～③にかかる経費を追加できます。（いずれも１/２を補助） 

①就職情報サイトへの掲載に付随する就職関連イベントへの参加経費（交通費･宿泊費は除く）等 

②ホームページ作成に係る経費（求人情報発信を主目的とするものに限る） 

③パンフレット作成に係る経費（求人情報発信を主目的とするものに限る） 

以上全てを併せて上限１社当たり４０万円 

主な要件 

県内に本社のある中小企業（※１）で、本補助金の利用実績がなく、過去２年度間継続して大手就職情報

サイト（※２）への登録実績がなく、雇用政策課が開催する企業採用力向上のための研修に参加又は参加

予定であること。原則、対象となる事業を始める４０日前までに申請してください。 
※１ 県内に本社のある中小企業。（中小企業基本法第２条第１項で定める「中小企業者」をいう。） 
※２ 主に学生を対象とした就職情報提供及び企業の人材確保等を目的として開設された web サイト 
  （以下「就活サイト」という。）で、前年の登録者数が概ね２５万人以上。 
＜対象サイト例＞リクナビ、マイナビ、キャリタス就活、エン・ジャパン（平成３０年４月１日現在）等 

 

７ 【新規】鳥取県働き方改革促進体制整備事業補助金【県】  

 

従業員の育児・介護休業等取得を機に業務分担や人員配置など社内体制の見直し、生産性向上を図

るのに併せて新たな従業員の正規雇用を行う事業主が対象 

助成概要 

従業員の育児・介護休業等取得を機に業務分担や人員配置など社内体制の見直し、生産性向上を図るのに

併せて新たな従業員を正規雇用する県内の中小企業者に対し、新たな従業員の正規雇用に必要な教育に関

する経費、備品調達に関する経費を支援します。 

 

■補助金額 上限 30 万円（補助率：補助対象経費の 10 分の 10） 

■対象経費 新たに正規雇用する従業員に関する次のいずれかに該当する経費 

（１）社外講師の謝金・旅費、社外研修への参加費等の教育に関する経費 

（２）パソコン、ソフトウェア、机、椅子、ロッカー、制服等の備品の調達に関する経費 

主な要件 

■申請者は県内に事務所を有する中小企業者（中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）第２条第

１項に規定する者）であること 

 

■次のいずれの項目をどちらも満たす事業を実施すること 

・従業員の育児・介護休業等取得を機に、業務分担や人員配置など社内体制を見直し、生産性を向上しよ

うとする事業 

・新たに従業員を正規雇用する事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県商工労働部○○○室（TEL: 0857-26-○○○○） 鳥取県商工労働部 雇用人材局雇用政策課（TEL: 0857-26-7890） 

鳥取県商工労働部雇用人材局とっとり働き方改革支援センター（フリーダイヤル: 0120-833-877、TEL: 0857-26-7662） 
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８ 離職者正規雇用奨励金【県】  

 

育児、県内への移住等の理由により離職した女性を正規の社員として再雇用した企業等が対象 

※一般社団法人鳥取県経営者協会への申請が必要（TEL: 0857-22-8424） 

助成概要 

［助成内容］ 

輝く女性活躍パワーアップ企業の登録を受けた企業等のうち、育児、県内への移住等の理由により離職

した女性を正規の社員として再雇用した企業等に奨励金を支給 

 

［助成額］ 

 対象労働者 1人につき 30 万円 

主な要件 

１ 鳥取県輝く女性活躍パワーアップ企業登録要綱による登録を受けていること 

２ 同一の対象労働者について、同一の事由により県の補助金等の支給を受けていないこと又は受けよう

としていないこと 

３ 次に掲げる理由により離職した女性を、正社員（短時間勤務正社員を含む。以下同じ。）として新た

に 3ヶ月以上雇用していること又は一旦非正規で雇用した後、正社員へ転換して 3ヶ月以上経過してい

ること 

 （１）結婚、妊娠、出産、育児 

 （２）配偶者の転勤に伴う転居、県内への移住 

４ 対象労働者が過去、企業等に３年以上、雇用保険被保険者として雇用されていたものであり、離職日

から６ヶ月以上かつ１０年以内に正社員として雇用されたものであること 

５ 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと 

６ 県税の滞納が無いこと 

７ 暴力団もしくはその統制下の団体でないこと 

 

９ 鳥取県企業等農業参入促進支援事業【県】  

 

農業経営を開始し、農業常時従事者を雇用（配置）する事業主が対象 

助成概要 

＜農業経営検討事業＞ 
参入準備や参入初期段階での支援 
○対象経費 

先進地視察､技術研修､試験栽培等の経費 
○補 助 率：県１／３、市町村任意負担 
○補助上限：１００万円 
 
＜農業経営開始・推進事業＞ 
農業経営の開始又は推進のための支援 
○対象経費 

機械・施設の整備又はリースに係る経費 
○補 助 率：県１／３、市町村任意負担 
○補助上限：５００万円 
（知事特認：１，５００万円、特認要件：新規雇用 10 人以上） 

主な要件 

○農業参入を検討している企業、農業参入後３年以内の企業 
○農業又は関連事業に常時従事する職員を１名以上配置していること又は配置が確実と見込まれること 
○農業部門及び関連事業を別部門会計としていること又は確実と見込まれること 
○農業及びその関連事業を行うために必要な定款となっていること又はそれが確実と見込まれること 
○過去２年間に重大な法令違反がないこと 

 

 

 

 

 

鳥取県農林水産部 経営支援課（TEL: 0857-26-7258） 

鳥取県元気づくり総本部 元気づくり推進局 女性活躍推進課（TEL: 0857-26-7792） 



 
8 

 

１０ 鳥取県版農の雇用支援事業【県】 

（１） 新規就業者早期育成支援事業 

規模拡大、新部門導入等のための新たな雇用を行われる農業法人、農業者等の農業経営体が対象 

助成概要 

＜助成内容＞ 
新しく雇用した従業員への研修経費、指導者の研修経費を助成 

＜補助率＞１０／１０ 
＜補助上限額＞ 
 １年目：１５８，０００円／月、指導者研修費 ３６,０００円／年、住居通勤手当 ３３,０００円／月 
 ２年目：  ９７,０００円／月、 指導者研修費 ３６,０００円／年、 住居通勤手当 ３３,０００円／月 
 ３年目：  ５０,０００円／月  住居通勤手当 ３３，０００／月 
＜助成期間＞最大３年間（ただし３年目は新規就業者１名あたり３００万円所得向上する計画を作成） 

主な要件 

【受入する農業法人等の主な要件】 
①通年の研修が可能で、研修終了後も継続雇用が可能な経営内容であること（経営計画を提出） 
②新規就業希望者を正規の従業員として雇用し、雇用保険、労災保険等（法人の場合は厚生年金、健康保

険を含む）に加入すること 
③税務署に対して、給与支払事務所等の開設届けを提出していること 
④新規就業者に対して十分な指導を行うことができる研修責任者を確保すること 
⑤雇用に関する法令を遵守するとともに、雇用主都合による解雇、雇用及び研修に関して法令に違反する

等のトラブルがないこと 
⑥国の農業次世代人材投資資金、県の就農応援交付金の給付対象者でないこと 
⑦過去５か年度中に本事業で受け入れた研修生が２人以上いる場合、そのうち２分の１以上が農業に従事

（雇用または独立自営）していること。 
 
【新たな従業員の主な要件】 
①正社員として雇用され、雇用されてから４ヶ月以上１２ヶ月未満である者 
②経営主と３親等以内でないこと（ただし雇用保険に加入できる場合を除く） 
③過去の農業従事期間等が５年未満であること（アルバイト、研修等を含む）他作目での就業等は要相談 
④就業意欲を有し、本事業での研修終了後も継続して就業する意思がある県内在住又は在住予定者 
⑤正社員採用時の年齢が 65 歳未満であること 

（２） 県産農林水産物加工業者雇用支援事業 

県産農林水産物を使用した加工食品の新たな開発や生産規模の拡大等を検討されている食品加工業

者が対象 

助成概要 

＜助成内容＞ 
新しく雇用した従業員への研修経費を助成 
＜補助率＞１０／１０ 
＜補助上限額＞ 

① 規就業者への研修実施に対する助成  １５６，７００／月 
② 規就業者に支払う手当等に対する助成    ３３,０００円／月 

＜助成期間＞最大１年間 
＜補助上限人数＞ ３名 

主な要件 

【受入する食品加工業者の主な要件】 
①新規就業者と期間の定めのない雇用契約を締結して正規雇用し、雇用保険、労災保険等（法人の場合は

厚生年金、健康保険を含む）に加入していること 
②税務署に対して、給与支払事務所等の開設届けを提出している又は新たに提出すること 
③雇用に関する法令を遵守するとともに、雇用主都合による解雇、雇用及び研修に関して法令に違反する

等のトラブルがないこと 
④規模拡大等に伴う人材確保により正規雇用が純増であること 
⑤社内に新規就業者に対して十分な指導を行うことのできる指導者を確保できること 
⑥新規就業者が製造等の研修を行う加工食品が、(1)～(3)のいずれかに該当すること 
 （鳥取県ふるさと認証食品と同様の要件） 
 (1)原材料に鳥取県産の農林水産物（水、氷は除く）を用いている加工食品 
 (2)地域に古くから伝わる伝統的な製造方法を用いて作られている加工食品 
 (3)鳥取県独自の新技術を用いて作られている加工食品 
 
【新たな従業員の主な要件】 
①就業意欲を有し、本事業での研修修了後も継続して就業する意思がある県内在住又は在住予定者 
②新たに食品加工業者に採用する者又は知事が別に定める期間に採用された者 
③就業に必要な健康状態であること 
④過去の就業期間が短い等により本研修を受けることが必要と認められる者であること。過去の就業期間

が短い等とは、食品加工業者での就業経験が無い、食品加工業者で就業していたが食品加工に関する充
分な技術・知識を習得していない、違う分野の食品加工業者で就業していた等により、就業にあたり研
修実施が必要である者とする 

⑤正社員採用時の年齢が 65 歳未満であること 

鳥取県農林水産部 経営支援課（TEL: 0857-26-7261） 
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（３） 農林水産コラボ研修支援事業 

雇用受け皿拡大と地域産業維持のため、農業で通年雇用が困難な場合、他産業と連携して新規就業

者の OJT 研修（出向研修含む）等を行う農業法人等の経営体、食品加工業者等が対象 

助成概要 

＜助成内容＞ 
新しく雇用した従業員への研修経費を助成 
＜補助率＞１０／１０ 
＜補助上限額＞１年目：１５８，０００円／月、２年目：１００,０００円／月、 
住居通勤手当 ３３,０００円／月 
＜助成期間＞最大２年間 

主な要件 

【受入する対象者の主な要件】 
以下の研修実施主体の要件を満たし他産業と連携に際し、出向契約を締結するなど、研修生の雇用を保障

すること。（農林水産業分野以外の研修期間は助成の対象外） 
①通年の雇用が可能で、研修終了後も継続雇用が可能な経営内容であること 
②新規就業希望者を正規の従業員として雇用し、雇用保険、労災保険（法人の場合は厚生年金、健康保険

を含む）に加入すること 
③税務署に対して、給与支払事務所等の開設届けを提出していること 
④新規就業者に対して十分な指導を行うことができる研修責任者を確保すること 
⑤雇用に関する法令を遵守するとともに、雇用主の都合による解雇、雇用及び研修に関して法令に違反す

る等のトラブルがないこと 
⑥食品加工業者の場合、新規就業者が製造等の研修を行う加工食品（水、氷は除く）が、鳥取県ふるさと

認証食品と同様の要件を満たすこと 
【新たな従業員の主な要件】 
①就業意欲を有し、本事業での研修修了後も継続して就業する意思がある県内在住又は在住予定者 
②新たに農業法人等、食品加工業者等に正社員として雇用され、雇用されてから４ヶ月以上１２ヶ月未満

である者 
③就業に必要な健康状態であること 
④過去の就業期間が短い等により本研修を受けることが必要と認められる者であること。過去の就業期間

が短い等とは、農業、食品加工業者での就業経験が無い、食品加工業者で就業していたが食品加工に関

する充分な技術・知識を習得していない、違う分野の農業法人等・食品加工業者等で就業していた等に

より、就業にあたり研修実施が必要である者とする 

⑤正社員採用時の年齢が 65 歳未満であること 

 

 

１１ 鳥取県版緑の雇用支援事業【県】  

 
新たに雇用し林業技術・知識の習得のための研修を行う林業事業体が対象 

助成概要 

＜助成内容＞ 
林業事業体が新規雇用した林業労働者に対して実施する研修に要する経費 

＜事業実施主体＞ 林業事業体等 

＜助成期間＞  
①トライアル雇用研修         ２か月 

②フォレストワーカー研修（１年目）  ８か月 

③フォレストワーカー研修（２年目）  ８か月 

＜補助上限額（月額）＞最大１９９，０００円（基本給、諸手当、労災・雇用保険料、住居・通勤手当） 
①トライアル雇用研修はそのほかに講師経費、旅費、定住準備金あり。 
②フォレストワーカー研修（１年目）はそのほかに講師経費、防護衣整備費（上限５万円）あり  

③フォレストワーカー研修（２年目）はそのほかに防護衣整備費あり  
※国が実施する「緑の雇用」の研修生については、国の助成額を控除した額を助成。 

主な要件 

【事業実施主体の主な要件】 

① 県内に事務所を有する林業を営む事業体であること。                             
② ハローワーク、学校等を通じた新規就業希望者の募集を行っている事業体であること。 

③ 研修対象者と雇用契約を締結して、雇用保険及び労働者災害補償保険に加入すること。 

④ 実地研修に必要な事業地、機材、講師等を確保できる事業体であること。など 

【トライアル雇用研修の研修対象者の主な要件】 

①交付決定年度の４月１日以降に試行的な短期研修を受けさせる者であること。   

②林業就業に必要な健康状態であること。など  

鳥取県農林水産部 森林・林業振興局 林政企画課（TEL: 0857-26-7301） 
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【フォレストワーカー研修（１年目）の研修対象者の主な要件】 

①林業就業経験が、通算１年未満の者。ただし、国が実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の適

用を受ける場合を除く。 

②林業就業に必要な健康状態であること。              

③本事業の研修終了後、５年以上就業できる者。など 

【フォレストワーカー研修（２年目）の研修対象者の要件】 

フォレストワーカー研修（１年目）を修了した者。 

１２ 鳥取県木材産業雇用支援事業【県】 

 
県内に工場等を置き、県産原木又は県産材を取扱う木材産業事業体が対象 

助成概要 

新規就業者に対する職場内訓練（ＯＪＴ）等の研修に必要な経費を支援 
＜事業実施主体＞ 県内に工場等の事業所を置き、県産原木又は県産材を取扱う次の木材産業事業体 
（１）製材業 （２）木製品製造業（木材専門の家具製造を含む。） 
（３）造作材・合板・ＬＶＬ・集成材製造業 （４）原木・製品市場（木材専門の建材業を含む。） 
＜助成期間＞  最大１５か月 
 ①トライアル雇用研修（有期雇用）  ３か月 
 ②新規就業者育成研修（常用雇用） １２か月 
＜補助上限額（月額）＞ 最大１９０，３００円 
 ①研修費（基本給、諸手当、労災・雇用保険料） 157,300 円 
 ②住居・通勤手当 33,000 円 
※トライアル雇用研修に国のトライアル雇用奨励金（月額４万円、３か月）を併用した場合や、国の雇用

調整助成金等の支援を受けた場合には、国の奨励金等を除いた額を助成。 

主な要件 

１ 「トライアル雇用研修」の主な要件 
（１）事業実施主体の要件 

・事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出する等、国のトライアル雇用奨励金の利用を前

提とした求人を行い、ハローワーク等を通して研修生を雇用していること。 
・国のトライアル雇用奨励金の要件を満たす研修生には、国のトライアル雇用奨励金を併用すること。 

  ・研修生の人数は、新規従業者育成研修生と併せて１事業体あたり３人を上限とする。 
  ・雇用者数が原則として純増となること。 
（２）研修生（就業者）の要件 

・就業時に県内に居住している者又は居住予定者であること。 
・本人の意向に基づき、原則３か月間の有期雇用契約により雇用された者であること。 

２ 「新規就業者育成研修」の主な要件 
（１）事業実施主体の要件 

・研修生が新卒者以外の場合は、ハローワークや職業紹介事業者を通して雇用をしていること。 
・新卒者の場合は、学校等を通して雇用をしていること。 
・研修生を５年間以上雇用する意思があること。 

  ・研修生の人数は、トライアル雇用研修生と併せて１事業体あたり３人を上限とする。 
・雇用者数が原則として純増となること。 

（２）研修生（就業者）の要件 
・就業時に県内に居住している者又は居住予定者であること。 
・常用雇用契約により雇用された者であること。 

 

１３ 地域の建物づくりを支える人材育成支援事業（インターンシップ受入支援）【県】  

 

高校生のインターンシップ研修を受け入れる県内の建築系建設業・設計事務所の事業主が対象 

助成概要 

■高校生のインターンシップ研修（実習・体験学習）を受け入れた建築系企業（建設業・設計事務所）へ

受入れに伴う経費の一部を支援する。 
・研修を受け入れた企業に対して 1 日当たり 9,000 円を助成 
 

主な要件 

■対象となる研修 
 ・高等学校が、民間企業へ生徒を派遣し建築に関する職場体験を行わせる研修 
 
■対象となる企業 
 ・建築系建設業（建築物の建設、建築物の建設に係る電気・機械設備工事などを施工する建設会社） 
 ・建築系設計事務所（建築設計事務所、建築設備設計事務所） 

鳥取県総務部 営繕課（TEL: 0857-26-7765） 

鳥取県農林水産部 森林・林業振興局 県産材・林産振興課（TEL: 0857-26-7308） 
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鳥取県 県土整備部 県土総務課（TEL: 0857-26-7793） 

 

１4 インターンシップ研修受入企業支援交付金【県】  

 

高校生のインターンシップ研修を受け入れる県内の土木系建設業・建設コンサルタントの事業主が対象  

助成概要 

■高校生のインターンシップ研修（実習・体験学習）を受け入れた土木建設企業（道路、河川等の土木工

事を施工する建設会社）又は土木系建設コンサルタント会社（道路、河川等の土木工事の設計・測量等を

行う会社）への受入れに伴う経費の一部を支援する。 
・研修を受け入れた企業に対して 1 日当たり 9,000 円を助成 

主な要件 

■対象となる研修 
 ・高等学校が、民間企業へ生徒を派遣し土木建設及び土木系建設コンサルタントに関する職場体験を行

わせる研修 
 
■対象となる企業 
 ・土木建設企業 
 ・土木系建設コンサルタント会社 
 

 

１５ 鳥取県建設工事新規入職者トレーナー事業補助金【県】  

 

建設現場での就労体験を希望する者（現場体験希望者）を受け入れ、育成する事業主が対象 

助成概要 

・現場体験希望者の一月分の賃金相当額補助  上限 160,000 円/人 ※2 か月分以内 
・上記に係る一月分の法定福利費事業主負担相当額補助  上限 27,000/人 
・現場体験希望者の訓練経費（トレーナー人件費の一部補助）  30,000 円/月/現場体験希望者 ※4 か月

分以内 

主な要件 

要件を満たす現場体験希望者を受け入れ、育成する次の要件を満たす事業主 
１ 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険（健康保険及び厚生年金保険適用除外事業所の事業

主にあっては、雇用保険及び労災保険）適用事業所の事業主であること。 
２ 建設業を営んでいること。 
３ 鳥取県内のハローワークにおいて、現場体験希望者を求人したものであること。等 
 
＜現場体験希望者の要件＞ 
１ 労働契約締結時点において４５歳未満であること。 
２ 建設業に従事した経験年数が１年未満であること（県外移住者は当該要件なし。）等 

 

１６ 鳥取県建設業魅力発信事業費補助金【県】  

 

建設業の魅力発信等の取組を行う事業者が対象 

助成概要 

事業者が建設業の魅力を発信し、人材確保に寄与する取組を行う場合、その経費（広告宣伝費、印刷製本

費、委託費、会場借上げ代、参加者送迎のためのバスの借上げ料、講師謝金、人件費、資機材費等）の半

分（上限７５万円）を助成する。 

主な要件 

 

１ 事業者は、県内に本店を有する企業又は建設業関係団体であること。 

２ 対象となる取組は、建設業の魅力を発信し、人材確保に寄与する事業（イベントや広報等に係る経費

であり、特定の企業のリクルート活動等を除く。）であること。 

 

 

鳥取県 県土整備部 県土総務課（TEL: 0857-26-7347） 

鳥取県 県土整備部 県土総務課（TEL: 0857-26-7347） 
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１７ 地域雇用開発助成金 【国】 

 

同意雇用開発促進地域（※１）、過疎等雇用改善地域（※２）または特定有人国境離島地域等などに

おいて、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域求職者等の雇入れを行った事業主に対して助

成 

 

（※１）同意雇用開発促進地域： 現在、県内に指定地域はありません 

 

（※２）過疎等雇用改善地域：現在、県内に指定地域はありません 

 

助成概要 

事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加数等に応じて 

48～760 万円（生産性要件を満たす場合は 60～960 万円）を支給（最大３年間（３回）支給） 

創業の場合、１回目の支給において支給額の１／２相当額を上乗せ 

中小企業の場合、１回目の支給において支給額の１／２相当額を上乗せ 

主な要件 

①事業所の設置・整備（300 万円以上）に伴い対象労働者を３人（創業は２人）以上雇い入れること 

②ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介で当該地域求職者を雇用保険一般被保険者として

雇い入れること（新規学卒者は、対象労働者全体数の１／３まで対象労働者とすることができる） 

③支給要件判定期間に雇入れ事業主が雇用保険一般被保険者を事業主都合により離職させていないこと 

 

1８  トライアル雇用助成金 【国】  

 

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者（※）を、ハローワークまたは民

間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成 

（１） 一般トライアルコース 

助成概要 

１人あたり月額最大４万円（最長３か月間） 

 

対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 

月額最大５万円（最長３か月間） 

 

若者雇用促進法に基づく認定事業主が 

35 歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合 

月額最大５万円（最長３か月間） 

主な要件 

（※）次の①～⑥のいずれかに該当する者 

 ①就労経験のない職業に就くことを希望する者 

②学校卒業後３年以内で、安定した職業に就いていない者 

③２年以内に２回以上離職または転職を繰り返している者 

④離職している期間が１年を超えている者 

⑤妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない期間が１年を超えて

いる者  

⑥就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者 

 

 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰

国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者 

 

 

ハローワーク及び鳥取労働局職業対策課（TEL： 0857-29-1708） 

ハローワーク及び鳥取労働局職業対策課（TEL：0857-29-1708） 



 
13 

 

（２） 障害者トライアルコース 

助成概要 

【精神障害者の場合】 

・助成期間：最長６か月 

・助成額：雇入れから３か月間   → １人あたり月額最大８万円 

     雇入れから４か月以降 → １人あたり月額最大４万円 

 

【上記以外の場合】 

・助成期間：最長３か月 

・助成額：１人あたり月額最大４万円 

主な要件 
就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用

を行う事業主に対して助成 

（３） 障害者短時間トライアルコース 

助成概要 １人あたり月額最大４万円（最長 12 か月間） 

主な要件 
直ちに週 20 時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、３か月か

ら 12 か月の期間をかけながら 20 時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成 

（４） 若年・女性建設労働者トライアルコース 

 

助成概要 １人あたり月額最大４万円（最長３か月間） 

主な要件 
若年者（35 歳未満）又は女性を建設技能技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成

金（一般トライアルコース又は障害者トライアルコース）の支給を受けた中小建設事業主に対して助成 

 

１９  特定求職者雇用開発助成金 【国】 

 

就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主が対象 

（１） 特定就職困難者コース 

助成概要 

【高年齢者（60～64 歳）、母子家庭の母等】 

  １人あたり 60 万円（中小企業以外 50 万円） 

  短時間労働者(※)は 40 万円（中小企業以外 30 万円） 

【身体・知的障害者（重度以外）】 

  １人あたり 120 万円（中小企業以外 50 万円） 

  短時間労働者(※)は 80 万円（中小企業以外 30 万円） 

【身体・知的障害者（重度または 45 歳以上）、精神障害者】 

１人あたり 240 万円（中小企業以外 100 万円） 

  短時間労働者(※)は 80 万円（中小企業以外 30 万円） 

  （※）1週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の者（以下同じ） 

主な要件 

高年齢者（60 歳以上 65 歳未満）や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職

業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた（※）事業主に対して助成 

（※）雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が 65 歳以上に達するまで継続して雇用

し、かつ、当該雇用期間が継続して 2年以上であることが確実と認められること 

ハローワーク及び鳥取労働局職業対策課（TEL： 0857-29-1708） 

ハローワーク及び鳥取労働局訓練室（TEL： 0857-88-2777） 
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（２） 生涯現役コース 

助成概要 
１人あたり 70 万円（中小企業以外 60 万円） 

短時間労働者は 50 万円（中小企業以外 40 万円） 

主な要件 

65 歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1 年以上継続して雇用

する労働者として雇い入れた（※）事業主に対して助成 

（※）雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1 年以上継続して雇用することが確実であると認めら

れること 

 

（３） 被災者雇用開発コース 

助成概要 
１人あたり 60 万円（中小企業以外 50 万円） 

短時間労働者は 40 万円（中小企業以外 30 万円） 

主な要件 

東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介に

より、1年以上継続して雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れた（※）事業主に対して助成 

 （※）雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること 

 

（４） 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 

助成概要 
１人あたり 120 万円（中小企業以外 50 万円） 

短時間労働者は 80 万円（中小企業以外 30 万円） 

主な要件 

発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続し

て雇用する労働者として雇い入れた（※）事業主に対して助成 

 （※）雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が 65 歳以上に達するまで継続して雇

用し、かつ、当該雇用期間が継続して 2 年以上であることが確実と認められること 

 

（５） 三年以内既卒者等採用定着コース 

 

助成概要 

【既卒者等コース】 

１年目 50 万円（２年目・３年目は各 10 万円）（大企業は 35 万円・１年目のみ） 

【高校中退者コース】 

１年目 60 万円（２年目・３年目は各 10 万円）（大企業は 40 万円・１年目のみ） 

※各コース上限１名、ユースエール認定企業は 10 万円加算 

主な要件 

【既卒者等コース】 

既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、通常の労働者として雇用したこと 

【高校中退者コース】 

高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、通常の労働者として雇用したこと 

 

 

ハローワーク及び鳥取労働局安定課（TEL： 0857-29-1707） 
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（６） 障害者初回雇用コース 

 

助成概要 １企業あたり 120 万円 

主な要件 

障害者雇用の経験のない中小企業（※１）が雇用率制度の対象となる障害者を初めて雇用し、法定雇用率

を達成する場合（※２）に助成 

（※１）障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数 45.5～300 人の中小企業 

（※２）１人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して３か月後までの間に、雇い入れた対象労

働者の数が障害者雇用促進法第 43 条第 1 項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達

成すること 

 

 

（７） 長期不安定雇用者雇用開発コース 

助成概要 １人あたり 60 万円（中小企業以外 50 万円） 

主な要件 

いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す者（※）を正

規雇用労働者（短時間労働者を除く）として雇い入れた事業主に対して助成 

（※）次のいずれにも該当する者 

 ①雇入れ日現在の満年齢が 35 歳以上 60 歳未満の者 

 ②雇入れの日の前日から起算して過去 10 年間に５回以上離職または転職を繰り返している者 

 ③紹介日時点で失業状態にあり、正規雇用労働者として雇用されることを希望している者 

 

（８） 生活保護受給者等雇用開発コース 

助成概要 

１人あたり 60 万円（中小企業以外 50 万円） 

 

短時間労働者は 40 万円（中小企業以外 30 万円） 

主な要件 

地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワークまた

は民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた（※）事業主に対し

て助成 

（※）雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が 65 歳以上に達するまで継続して雇用

し、かつ、当該雇用期間が継続して２年以上であることが確実と認められること 

 

 

鳥取県立ハローワークにおける雇用関係助成金の取扱いについて 

 

 

 

 

 

１７ 地域雇用開発助成金、  １８ トライアル雇用助成金（※（４）を除く）、 

１９  特定求職者雇用開発助成金は、県立ハローワークの紹介就職者も支給対象となります。 

ハローワーク及び鳥取労働局職業対策課（TEL： 0857-29-1708） 
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Ⅱ 社員のスキルアップ（社員研修）・雇用管理改善などに 

２０ 企業立地等事業による新規雇用者研修費補助金【県】  

  
企業立地等事業補助金の事業認定を受けた企業が、新規雇用者の技能向上のために行う研修に要す

る経費を助成 

助成概要 

対象者：企業立地等事業補助金の事業認定を受けた者 

対象雇用者：企業立地等事業に伴い雇用する新規の正規雇用者（情報処理・提供サービス業については常

時雇用労働者） 

対象経費 ：雇用契約締結の日から１年以内にある新規雇用者に対して行う研修に要する経費 

（講師謝金・旅費、指導者人件費・旅費、受講料、委託料、テキスト・教材費、会場借上料、 

設備機器等使用料） 

補助金額:対象経費の１／２（上限：５０万円／人） 

補助対象期間：企業立地等事業助成条例に基づく事業認定日から事業完了後３年間 

      （認定されている事業によって取扱いが異なりますので、詳しくはお問い合わせください） 

主な要件 

交付要件：研修期間満了時に在籍していること 

常時雇用労働者：１週間の所定労働時間が３０時間以上で、県内に住所を有する者。 

正規雇用者  ：常時雇用労働者のうち雇用期間の定めのない雇用者であって、同一の事業所に雇用さ

れる他の通常の労働者の１週間の所定労働時間と同程度である者。 

 

２１ 【新規】働き方改革促進のための専門家派遣制度【県】 ★ 

 

働き方改革に取り組むに当たって専門家（社会保険労務士、中小企業診断士等）の派遣を希望する

事業主が対象 

助成概要 

（１）働き方改革支援 

働きやすい職場を作るために、育休・介護休暇制度の整備、職場の施設・設備の充実、組織や仕事の

仕組みを見直したいと考えられている事業所に、専門家（社会保険労務士、中小企業診断士、その他課

題に応じて必要となる方）を派遣し、アドバイスを行います。 

＜利用可能回数＞１事業所あたり１案件、３日間（複雑なものにおいては５日間）を目安とする 

        ただし、「鳥取県輝く女性活躍パワーアップ企業」認定企業は２案件利用可能 

 

（２）就業規則整備支援 

仕事と家庭の両立や、男女ともに働きやすい職場づくりを進めるために、就業規則を新たに整備、ま

たは一部改正をされたいとお考えの事業所に社会保険労務士を派遣し、規則の作成・改正から所轄労働

基準監督署への届出までを支援します。 
＜利用可能回数＞新規作成・全部改正：１事業所あたり１回（日数の定めなし、規則が完成するまで） 
        一部改正：     １事業所当たり１回（５日間を上限とする） 

主な要件 

（１）働き方改革支援 

＜対象者＞県内に事業所を有する企業、法人、団体、個人事業主の方 

 

（２）就業規則整備支援 

＜対象者＞「鳥取県男女共同参画推進企業」の認定申請を予定、または既に認定を受けている事業所で、

中小企業等に該当する事業所（次表参照） 

 

区分 業種 資本金又は出資額 常時雇用する従業員数 

企業または個人事業主 

（業種ごとに、「資本金又は出資額」 

又は「従業員数」の要件を満たすこと） 

小売業 5 千万円以下 50 人以下 

サービス業 5 千万円以下 100 人以下 

卸売業 1 億円以下 100 人以下 

その他業種 3 億円以下 300 人以下 

法人・団体 － 100 人以下 

 
※「鳥取県男女共同参画推進企業」の認定申請を検討していない方でも、「（１）働き方改革支援」で就業

規則についてのアドバイスが可能ですが、「（２）就業規則整備支援」の方がより手厚い支援を受けられ

ます。 

 

鳥取県商工労働部 雇用人材局 産業人材課（TEL: 0857-26-7209） 

鳥取県商工労働部雇用人材局とっとり働き方改革支援センター（フリーダイヤル: 0120-833-877、TEL: 0857-26-7662） 
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２２ 【新規】企業のファミリーサポート休暇等取得促進奨励金事業【県】 ★ 

 

男性労働者に育児・介護休業等を取得させた事業主（従業員数１００人以下）が対象 

助成概要 

常時雇用する男性労働者に、下記の①～⑤の休暇・休業、短時間勤務等を取得させた、労働者数が 100 人

以下の事業主 

 区分 内容 支給金額 

① 育児参加休暇 

（特別休暇） 

※出産休暇でも可 

配偶者の産前・産後休業期間中に、男性労働者に子の養育

のため、就業規則で定める特別休暇（有給）を２日以上取得

させた事業主に支給 

休暇単位：原則、１時間単位での取得も可能とすること 

10 万円 

② 育児・介護休業 男性労働者に連続５日以上の育児休業、介護休業を取得させ

て、原職等に復職させた事業主に支給 

※ 育児・介護休業取得者に一時金等の経済的支援がある

場合、右記の額に 10 万円加算 

10 万円 

③ 介護休暇 

 

男性労働者に家族の介護のため、就業規則で定める休暇（有

給）を２日以上取得させた事業主に支給 

10 万円 

④ 短時間勤務 子育てや介護のため、男性労働者に６ヶ月以上の短時間勤務

を取得させた事業主に支給 

10 万円 

⑤ 不妊治療休暇 

（プレ･マタニティ医療）

労働者（男女不問）に不妊治療のための特別休暇（有給）を

取得させた事業主に支給 

１万円/日 

（半日：５千円）

 

  ※育児参加休暇、育児休業及び育児に係る短時間勤務については対象となる子１人につき、1 回限りの

申請。その他については労働者に対して１回限りの申請。また、①②④の併用も可。 

  ※不妊治療（プレ･マタニティー医療）休暇については同一労働者 1 年度当たり最大 6 万円（最大 3 年

度）を支給上限とする 

主な要件 

奨励金の支給対象となる事業主は、以下の要件を満たすこと。 
【共通】  
（１）県内に事業所を有すること。 
（２）育児参加休暇、育児休業、短時間勤務、不妊治療（プレ・マタニティー医療）については、次世代

育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること。 
（３）介護休暇、介護休業については、鳥取県男女共同参加推進企業の認定企業であること。 
【育児参加・介護休暇の場合】 
（１）労働協約又は就業規則に２日以上取得できる休暇について規定していること。 
（２）育児参加休暇については、原則、労働協約又は就業規則に時間単位でも取得できる旨の規定がある

こと。 
【育児・介護休業の場合】 
（１）労働協約又は就業規則に休業について規定していること。 
（２）休業の申出をした対象労働者に対して、以下のことを書面等により通知していること。 
      ・育児休業の申出を受けた旨 
      ・休業開始予定日及び休業終了予定日 
【短時間勤務の場合】 
（１）労働協約又は就業規則に育児及び介護に係る短時間勤務制度について規定していること。 
【不妊治療（プレ･マタニティー医療）休暇の場合】 
（１）労働協約又は就業規則に不妊治療（プレ･マタニティー医療）休暇について規定していること。 
 
助成金の対象となる男性労働者は、以下の要件を満たすこと。 
【共通】  

○ 支給申請にかかる子の出生の日、又は取得の日（介護休暇、介護休業、介護に係る短時間勤務、不

妊治療（プレ・マタニティー医療）の場合）まで１年以上継続して雇用されていること。 
【育児参加・介護休暇の場合】 
 ○ ２日以上の育児参加・介護休暇を取得したこと。 
【育児・介護休業の場合】 

○ 連続５日以上（勤務を要しない日を除く）の育児・介護休業を取得したこと。 
 ○ 休業終了後、継続して雇用されていること。 
なお、休業からの復職を確認してから、申請受付を行うため、当該男性労働者が継続して雇用されている

ことが条件となる。 

鳥取県福祉保健部子育て応援課（TEL: 0857-26-7868） 
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【短時間勤務の場合】 
  ○  ６ヶ月以上短時間勤務を取得したこと。 
【不妊治療（プレ･マタニティー医療）休暇の場合】 

○不妊治療（プレ･マタニティー医療）休暇を取得した労働者（男女不問） 
 
※国又は他の地方公共団体が設ける育児参加休暇又は育児休業取得の促進を目的とする助成金の対象 
となる者である場合は、本奨励金は活用できません。 

 

２３ 育児休業復帰支援助成金【県】  

 

女性の育児休業中雇用していた代替職員について、女性が育児休業から復帰した後も引き続き雇用

する企業等が対象 

※一般社団法人鳥取県経営者協会への申請が必要（TEL: 0857-22-8424） 

助成概要 

［助成内容］ 

女性の育児休業中雇用していた代替職員について、女性が育児休業から復帰した後も引き続き雇用する

ための経費を助成。 

 

［助成額］ 

10 万円／月（最長 3か月まで） 

主な要件 

 

１ 育児休業から女性が復帰した後も、引き続き代替職員を雇用すること 

２ 鳥取県輝く女性活躍パワーアップ企業登録要綱による登録を受けていること 

３ 県税の滞納が無いこと。 

４ 暴力団もしくはその統制下の団体でないこと。 

５ 過去にこの制度の補助金を受けていないこと（交付決定を受けた取組の実施時期が次年度に及ぶ場合

で次年度の申請を行う場合を除く） 

 

２４ 女性活躍のための企業支援補助金【県】  

 

女性活躍のための様々な取組を行った企業等が対象 

※一般社団法人鳥取県経営者協会への申請が必要（TEL: 0857-22-8424） 

助成概要 

［助成内容］ 

輝く女性活躍パワーアップ企業において、女性活躍のための自主宣言を達成するための様々な取組（自

社での研修（社内研修、評価者研修、管理職研修等）、外部研修への参加、資格取得、社労士や経営コン

サルタントへの相談等）に要する経費の一部を補助。 

［助成額］ 

 対象経費の 1／2（10 万円を上限） 計画が複数年の場合は各年度上限 10 万円 

主な要件 

１ 鳥取県輝く女性活躍パワーアップ企業登録要綱による登録を受けていること 

２ 県税の滞納が無いこと。 

３ 暴力団もしくはその統制下の団体でないこと。 

４ 過去にこの制度の補助金を受けていないこと（最初の年度の交付決定を受けた取組について２年度目

以降の申請を行う場合を除く） 

２５ 環境整備支援助成金【県】  

 

女性の就業促進を図るため職場環境整備を行った企業等が対象 

※一般社団法人鳥取県経営者協会への申請が必要（TEL: 0857-22-8424） 

助成概要 

［助成内容］ 

輝く女性活躍パワーアップ企業の登録を受けた企業等のうち、女性の就業促進を図るため職場環境整備

（女性トイレ、更衣室、託児スペース等）を行った企業等へその経費の一部を助成。 

［助成額］ 

 対象経費の 1／2（50 万円を上限） 

主な要件 

１ 鳥取県輝く女性活躍パワーアップ企業登録要綱による登録を受けていること 

２ 県税の滞納がないこと 

３ 暴力団若しくはその統制下の団体でないこと 

４ 過去にこの助成金の交付を受けていないこと 

鳥取県元気づくり総本部 元気づくり推進局 女性活躍推進課（TEL: 0857-26-7792） 

鳥取県元気づくり総本部 元気づくり推進局 女性活躍推進課（TEL: 0857-26-7792） 

鳥取県元気づくり総本部 元気づくり推進局 女性活躍推進課（TEL: 0857-26-7792） 
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２６ 鳥取県建設業で働く女性の就労環境整備事業補助金【県】  

 

女性労働者が就労する建設現場又は事業所の就労環境改善に向けたハード整備、備品購入等を行った事業

主が対象 

助成概要 環境整備に要した経費の１／２（上限２２５，０００円／社） 

主な要件 

１ 女性労働者が従事している建設工事の施工現場の環境整備であること。または、建設工事の施工現場

に従事する女性労働者を雇用する事業主の営業活動の拠点となる事業所の環境整備であること。 
２ 女性用仮設トイレの設置など環境整備が行われていること。 

 

２７ 地域の建物づくりを支える人材育成支援事業（資格取得支援）【県】  

 

建築物の施工等に必要な主な資格取得のための研修を受講し、試験を受験した者を雇用している建

設業者が対象 

助成概要 
建築物の施工等の際に必要な主な資格を取得するために民間が開設している資格取得講座等を受講し、

試験を受験した対象者を雇用している建設業者に対して受講料等の 1/2 以下（上限 30,000 円）を助成。 

主な要件 

■対象建設業者は、県内に本店を有する者とする。 
■1 級建築士、2 級建築士、建築設備士、1 級建築施工管理技士、2 級建築施工管理技士、1 級電気工事施

工管理技士、2 級電気工事施工管理技士、1 級管工事施工管理技士、2 級管工事施工管理技士の資格を

取得するために民間企業が実施する研修など（通信教育・インターネット等による受講は除く）を受講

し、受験した者を対象とする。 
■対象となる受講者は、受験する年度の 4 月 1 日時点の満年齢が、40 歳以下の者とする。 
■対象経費は、研修受講者 1 名当たり 1 資格とし、年 1 回までとする。また、受験は資格ごとに通算 2 回

までとする。 

 

２８ 鳥取県建設労働者等スキルアップ事業交付金【県】  

 

建設労働者等の資格取得支援を行う事業主が対象 

助成概要 

事業者に所属する建設労働者又は建設技術者が１級又は２級土木施工管理技士資格を取得するために民

間研修を受講する際、その受講料の一部を支援（１名当たり３万円、原則１事業者当たり３名までを上限

とする。）する。 

主な要件 

 

１ 事業者は、県内に本店を有する建設業者であること。 

２ 民間研修を受講する建設労働者又は建設技術者は、研修受講年度において満４０才以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県総務部 営繕課（TEL: 0857-26-7765） 

鳥取県県土整備部 県土総務課（TEL: 0857-26-7347） 

鳥取県県土整備部 県土総務課（TEL: 0857-26-7793） 
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２９ 鳥取県建設労働者スキルアップ研修フォロー事業交付金【県】  

 

建設労働者の資格取得支援を行う事業主が対象 

助成概要 

事業者に所属する建設労働者が２級土木施工管理技士資格を取得するために県が実施する研修を受講す

る際、その研修期間中、受講者の業務をフォローする者の人件費の一部を支援（１事業者当たり受講者数

にかかわらず「１万円／日×研修受講日数（４日以内）」を上限とする。）する。 

主な要件 

 

１ 事業者は、県内に本店を有する建設業者であること。 

２ 県主催の研修を受講する建設労働者は、研修受講年度において満４０才以下であること。 

 

 

３０ キャリアアップ助成金 【国】  
 

 

有期契約労働者及び正規雇用の労働者以外の無期契約者（短時間労働者、派遣労働者を含む）に対

して正規雇用への転換、処遇改善などに取り組んだ事業主が対象 

助成概要 

    ※助成額の＜ ＞は生産性の向上が認められる場合の額、( )は大企業の額 

正社員化コース 

  有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用した場合 

   ① 有期→正規：1人当たり 57 万円＜72 万円＞（42 万 7,500 円＜54 万円＞） 

   ② 有期→無期：1人当たり 28 万 5,000 円＜36 万円＞（21 万 3,750 円＜27 万円＞） 

   ③ 無期→正規：1人当たり 28 万 5,000 円＜36 万円＞（21 万 3,750 円＜27 万円＞） 

※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。 

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、 

①③：１人当たり 28 万 5,000 円＜36 万円＞（大企業も同額）加算 

※ 対象労働者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主 

が 35 歳未満の対象労働者を転換等した場合、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した 

場合には、助成額が加算されます。 

賃金規定等改定コース 

  全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を、増額改定した場合 

   ① 全ての賃金規定等を 2％以上増額改定 

     対象労働者数が、1人～3人：95,000 円＜12 万円＞ (71,250 円＜9万円＞) 

             4 人～6人：19 万円＜24 万円＞ (14 万 2,500 円＜18 万円＞) 

             7 人～10 人：28 万 5,000 円＜36 万円＞ (19 万円＜24 万円＞) 

            11 人～100 人：1人当たり 28,500 円＜36,000 円＞ (19,000 円＜24,000 円＞) 

   ② 雇用形態別、職種別等の賃金規定等を 2％以上増額改定 

     対象労働者数が、1人～3人：47,500 円＜6 万円＞ (33,250 円＜42,000 円＞) 

             4 人～6人：95,000 円＜12 万円＞ (71,250 円＜9万円＞) 

             7 人～10 人：14 万 2,500 円＜18 万円＞ (95,000 円＜12 万円＞) 

            11 人～100 人：1人当たり 14,250 円＜18,000 円＞ (9,500 円＜12,000 円＞) 

※ 中小企業において 3％以上増額した場合や「職務評価」の手法の活用により実施した場合に 

 は、助成額が加算されます。 

健康診断制度コース 

有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合 

1 事業主当たり 38 万円＜48 万円＞（28 万 5,000 円＜36 万円＞） 

賃金規定等共通化コース 

  有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合 

1 事業主当たり 57 万円＜72 万円＞（42 万 7,500 円＜54 万円＞） 

諸手当制度共通化コース 

  有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合 

1 事業主当たり 38 万円＜48 万円＞（28 万 5,000 円＜36 万円＞） 

選択的適用拡大導入時処遇改善コース 

  選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合 

    基本給の増額割合に応じて、1人当たり 

3％以上 5％未満：19,000 円＜24,000 円＞ (14,250 円＜18,000 円＞) 

      5％以上 7％未満：38,000 円＜48,000 円＞ (28,500 円＜36,000 円＞) 

      7％以上 10％未満：47,500 円＜60,000 円＞ (33,250 円＜42,000 円＞) 

      10％以上 14％未満：76,000 円＜96,000 円＞ (57,000 円＜72,000 円＞) 

鳥取県県土整備部 県土総務課 （TEL: 0857-26-7793）、技術企画課（TEL: 0857-26-7499,7410） 

ハローワーク及び鳥取労働局職業安定課(TEL:0857-29-1707) 
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           14％以上：95,000 円＜12 万円＞ (71,250 円＜90,000 円＞) 

短時間労働者労働時間延長コース 

有期契約労働者等の週所定労働時間を 5 時間以上延長し、社会保険を適用した場合 

  1 人当たり 19 万円＜24 万円＞（14 万 2,500 円＜18 万円＞） 

※ 上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、労働 

 者の手取りが減少しない取り組みをした場合、1時間以上 5時間未満の延長でも助成 

1 時間以上 2時間未満：38,000 円＜48,000 円＞ (28,500 円＜36,000 円＞) 

      2 時間以上 3時間未満：76,000 円＜96,000 円＞ (57,000 円＜72,000 円＞) 

      3 時間以上 4時間未満：11 万 4,000 円＜14 万 4,000 円＞ (85,500 円＜10 万 8,000 円＞) 

       4 時間以上 5時間未満：15 万 2,000 円＜19 万 2,000 円＞ (11 万 4,000 円＜14 万 4,000 円＞) 

主な要件 

②  事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主 

③  キャリアアップ計画を作成し、鳥取労働局長の受給資格認定を受けていること 

③ 支給申請時において、支給の対象となる労働者を事業主都合で解雇していないこと 

※各コース共通の主な要件のみ記載 

※すべてのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。 

 

３１ 人材開発支援助成金 【国】  

 
労働者に対して、職業訓練などの人材育成に取り組む事業主、人材育成制度を導入しその制度を従

業員に適用した事業主が対象 

 

（１） 特定訓練コース 

助成概要 

 ◆ OFF－JT 賃金助成（１人 1 時間当たり）７６０円（中小企業以外３８０円） 

         （生産性要件を満たす場合）９６０円（中小企業以外４８０円）    

 ◆ OJT 賃金助成（１人 1 時間当たり）６６５円（中小企業以外３８０円） 

       （生産性要件を満たす場合）８４０円（中小企業以外４８０円） 

◆ 経費助成 45％（中小企業以外 30％） 

（生産性要件を満たす場合）60％（中小企業以外 45％） 

主な要件 

OJT と OFF－JT を組み合わせた訓練、若年者に対する訓練、労働生産性向上に資する訓練など、訓練効

果が高い 10 時間以上の訓練 

① 労働生産性向上訓練（高度職業訓練、専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施す

る訓練など、労働生産性向上に資する訓練） 

② 若年人材育成訓練（採用後５年以内で、３５歳未満の若年労働者への訓練） 

③ 熟練技能育成・承継訓練（熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練、認定職業訓練） 

④ グローバル人材育成訓練（海外関連業務に従事する人材育成のための訓練） 

※①～④は OFF－JT が 10 時間以上の訓練（④のうち海外で訓練を実施する場合は 30 時間以上の訓練） 

⑤ 認定実習併用職業訓練（厚生労働大臣の認定を受けた OJT 付き訓練） 

⑥ 特定分野認定実習併用職業訓練（建設業、製造業、情報通信業に関する認定実習併用職業訓練） 

⑦ 中高年齢者雇用型訓練（直近 2 年間に、継続して正規雇用の経験ない中高年齢新規雇用者等を対象と

した OJT 付き訓練） 

 

（２） 一般訓練コース 

助成概要 
◆ OFF－JT 賃金助成（１人 1 時間当たり）３８０円 （生産性要件を満たす場合）４８０円 

◆ 経費助成 30％ （生産性要件を満たす場合）45％ 

主な要件 
特定訓練コース以外で、実訓練時間が 20 時間以上の訓練（育休中等に係る訓練は 10 時間以上） 

セルフ・キャリアドックを規定する中小企業の事業主が、労働者に受講させる訓練 
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（３） 教育訓練休暇付与コース 

助成概要 【定額助成】30 万円（生産性要件を満たす場合は 36 万円） 

主な要件  有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成 

（４） 特別育成訓練コース 

 

助成概要 

◆  OFF-JT 分 賃金助成：１時間当たり 760 円＜960 円＞（中小企業以外 475 円＜600 円＞） 

         経費助成：実費助成 ※訓練時間数に応じ 1人当たり次の額を限度 

          一般・有期実習型・育児休業中訓練の場合 

100 時間未満 10 万円(通称企業以外 7 万円) 100 時間～200 時間未満 20       

万円(中小企業以外 15 万円) 

200 時間以上 30 万円(中小企業以外 20 万円) 

                           ※育児休業中訓練は経費助成のみとなります。 

              ※中小企業等担い手育成訓練は対象外 

              ※事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度 

                中長期的キャリア形成訓練、有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合 

100 時間未満 15 万円(中小企業以外 10 万円) 

100 時間～200 時間未満 30 万円(中小企業以外 20 万円) 

200 時間以上 50 万円(中小企業以外 30 万円)                   

◆ OJT 分  実施助成：1人１時間当たり 760 円＜960 円＞（中小企業以外 665 円＜840 円＞） 

           ※１人当たりの助成時間数は 680 時間を限度（中小企業担い手育成訓練 

は 1,020 時間（訓練計画届に記載される資格等を取得できない場合は 

               680 時間）） 

  ＜１年度１事業所当たりの支給限度額は 1,000 万円＞ 

  ※同一の対象労働者に対して、同一の年度に一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成

訓練および中長期的キャリア形成訓練の実施及び育児休業中訓練を支援することはできません。 

  ※有期実習型訓練又は中小企業等担手育成訓練の場合は、訓練開始後１か月以内に「訓練開始届」を

提出する必要があります。 

  ※訓練計画届の内容等を変更する場合は、「計画変更届」を提出する必要があります。 

主な要件 
有期契約労働者等に、一般職業訓練(OFF-JT)、有期実習型訓練(「ｼﾞｮﾌﾞ･ｶｰﾄﾞ」を活用した OFF-JT+OJT)

中小企業等担い手育成訓練のいずれかの訓練を実施した場合 

 

（５） 建設労働者認定訓練コース 

 

助成概要 

【経費助成】 

広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における補助対象経費の 1/6 

【賃金助成】 

  助成額：1人あたり日額 4,750 円＜6,000 円＞ 

主な要件 

【経費助成】 

職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主に対して助成（広域団体認定訓練助成

金の支給または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けた中小建設事業主に限る） 

【賃金助成】 

雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主に対して助成（人材開発支援助

成金（特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースのいずれかのコース）の支給を受けた中

小建設事業主に限る） 

 

 

ハローワーク及び鳥取労働局職業安定課（TEL: 0857-29-1707） 
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（６） 建設労働者技能実習コース 

助成概要 

【経費助成】 

（従業員 20 人以下の中小建設事業主）  

支給対象費用の 3/4＜9/10＞ 

 （従業員 21 人以上の中小建設事業主）  

対象労働者が 35 歳未満 支給対象費用の 7/10＜17/20＞ 

    対象労働者が 35 歳以上 支給対象費用の 9/20＜3/5＞ 

 （中小建設事業主以外の建設事業主） 

支給対象費用の 3/5＜3/4＞ 

※女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る 

【賃金助成】（一の技能実習につき最長 20 日間） 

（従業員 20 人以下の中小建設事業主） 

1 人あたり日額 7,600 円＜9,600 円＞ 

 （従業員 21 人以上の中小建設事業主） 

1 人あたり日額 6,650 円＜8,400 円＞ 

主な要件 雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主に対して助成 

 

３２ 人材確保等支援助成金 【国】 

雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度（保

育事業主のみ））の導入、介護事業主が行う介護福祉機器の導入などを通じて従業員の離職率の低下に

取り組む事業主が対象 

（１） 雇用管理制度助成コース 

 

助成概要 

【目標達成助成】 57 万円（生産性要件を満たした場合 72 万円） 
雇用管理に係る制度を導入し、計画期間の終了日の翌日から起算して 12 か月を経過するまでの期間の

離職率が目標値を達成している場合に助成 

主な要件 
 雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度）の導

入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成 

（２） 介護福祉機器助成コース 

 

助成概要 

機器導入助成 

対象となる介護福祉機器を導入、運用する介護事業主 

１品 10 万円以上の、移動・昇降用リフト、装着型移乗介助機器、自動車用車いすリフト、エアーマ

ット、特殊浴槽、ストレッチャーの導入に要した額の 25％（上限 150 万円） 

 

目標達成助成 

 介護福祉機器の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合支給 

  介護福祉機器導入費用の 20％(生産性要件を満たした場合は 35％) (上限 150 万円) 

主な要件 

①  介護サービスの提供を行う介護関連事業主であること 

②  人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース）導入・運用計画を作成し、鳥取労働局長の認定を

受けること 

③ 雇用管理責任者を選任し、事業所内に周知を図っていること 

④ 導入・運用計画、または雇用管理制度整備等計画の提出日の６か月前から支給申請日の間に、事業主

都合等の理由により離職した者が 6％を超えないこと 

⑥ 導入する機器の内容や運用計画期間などを変更する場合、変更書の提出を要する場合があります。 

 

 

ハローワーク及び鳥取労働局職業安定課（TEL:：0857-29-1707） 
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（３）介護・保育労働者雇用管理制度助成コース 

 

助成概要 

【制度整備助成】 50 万円 
【目標達成助成】 第１回：57 万円（生産性要件を満たした場合 72 万円） 
【目標達成助成】 第 2 回：85.5 万円（生産性要件を満たした場合 108 万円） 

主な要件  賃金制度の整備を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護・保育事業主に対して助成 

 

（４）中小企業団体助成コース 

助成概要 

 事業の実施に要した支給対象経費の２／３ 
  大規模認定組合等（構成中小企業者数 500 以上）上限 1,000 万円 
  中規模認定組合等（同 100 以上 500 未満）   上限 800 万円 
  小規模認定組合等（同 100 未満）       上限 600 万円 

主な要件 
 都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体であって、その構成員である中小企業の人材確保や

従業員の職場定着を支援するための事業を行う事業主団体に対して助成 

 

（５）人事評価改善等助成コース 

助成概要 

【制度整備助成（※１）】 50 万円 
 （※1）生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度を整備し、賃金アップを実施した場合に支給 
【目標達成助成（※２）】 80 万円 
 （※2）人事評価制度等整備計画の認定申請時から３年経過後に申請し、生産性要件を満たすとともに、

賃金アップと離職率低下を実現した場合に支給 
 

主な要件 
 生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設け

ることを通じて生産性向上、賃金アップと離職率低下を図る場合に助成 

 

 

（６）設備改善等支援コース 

助成概要 

Ａ≪雇用管理改善計画期間１年≫ 
・設備投資費用 175 万円以上 1,000 万円未満（※） 

① 50 万円、②[80 万円] 
 
Ｂ≪雇用管理改善計画期間３年≫ 
・設備投資費用 240 万円以上 5,000 万円未満（※） 

① [50 万円]、②[50 万円]、③[80 万円] 
・設備投資費用 5,000 万円以上１億円未満 

① [50 万円]、②[75 万円]、③[100 万円] 
・設備投資費用１億円以上 

① [100 万円]、②[150 万円]、③[200 万円] 
 
（※）設備投資費用 5,000 万円未満は、中小企業のみが対象 

主な要件 

 生産性向上に資する設備等への投資を通じて、生産性向上、雇用管理改善（賃金アップ）等を図る事業

主に対して助成 
 
※計画期間はＡ又はＢのいずれかを選択 
Ａ≪雇用管理改善計画期間１年≫ 

① 【計画達成助成】計画の開始から１年後に、雇用管理改善を達成した場合に一定額を助成 
② 【上乗せ助成】計画の開始から３年後に、生産性向上、雇用管理改善を達成した場合に一定額を助

成 

ハローワーク及び鳥取労働局職業対策課（TEL:：0857-29-1708） 
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Ｂ≪雇用管理改善計画期間３年≫ 
 計画の開始から一定期間経過後に計画開始前と比べて、生産性向上、雇用管理改善を達成した場合に一

定額を助成 
① 【計画達成助成（１回目）】…計画の開始から１年後 
② 【計画達成助成（２回目）】…計画の開始から 2 年後 
③ 【目標達成助成】    …計画の開始から３年後 

 

（７）雇用管理制度助成コース（建設分野） 

 

助成概要 

① の場合 
第１回：57 万円（生産性要件を満たした場合 72 万円） 

  第２回：85.5 万円（生産性要件を満たした場合 108 万円） 
② の場合 

１人あたり年額 6.65 万円（生産性要件を満たした場合 8.4 万円）＜最長 3 年間＞ 

主な要件 

①人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）の支給を受けた上で本助成コースが定める若年者

及び女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業主、②雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は

資格手当を増額改定した中小建設事業主に対して助成 

 

（８）若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野） 

助成概要 

① の場合 
【建設事業主】 
   （中小建設事業主）支給対象経費の 3/5（生産性要件を満たした場合 3/4） 
    （中小建設事業主以外の建設事業主）支給対象経費の 9/20（生産性要件を満たした場合 3/5） 
      ※雇用管理研修等を受講させた場合、1 人あたり日額 7,600 円（生産性要件を満たした場合 9,600 円）加算 
     （最長 6 日間） 

【建設事業主団体】 
(中小建設事業主団体)支給対象経費の 2/3 

      (中小建設事業主団体以外の建設事業主団体)支給対象経費の 1/2 

② の場合 
支給対象経費の 2/3 

主な要件 

①若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設

事業主団体、②建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施す

る職業訓練法人に対して助成 

 

 

（9）作業員宿舎等設置助成コース（建設分野） 

助成概要 

① の場合 
支給対象経費の 2/3 

② の場合 
支給対象経費の 3/5（生産性要件を満たした場合 3/4） 

③の場合 
支給対象経費の 1/2 

主な要件 

①被災災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主、②自ら施工

管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主、③認定訓練の実施に必要

な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人に対して助成 

 

 

 

ハローワーク及び鳥取労働局訓練室（TEL:：0857-88-2777） 
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３３ 業務改善助成金（中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金）【国】  

 

業務改善により賃金引上げを行う中小企業・小規模事業者が対象 

助成概要 

生産性の向上・労働能率の増進に資する設備投資等の経費の一部（業務改善に要した経費の 10 分の 7、
常時使用する労働者が 30 人以下の小規模事業場は 4 分の 3）について、各コース（引上げ額 30 円、40
円）の引上げ労働者数に応じた上限額（【30 円コース】1~3 人：50 万円、4~6 人：70 万円、7 人以上：100
万円【40 円コース】1 人以上：70 万円）を助成 

主な要件 

① 時間あたりの事業場内最低賃金額が 1000 円未満かつ地域別最低賃金以上の雇入れ後 6 か月を経過し

ていること（※40 円コースにあっては、800 円以上 1,000 円未満） 

② 所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を伴わずに事業場内最低賃金の労働者の時間給を事業場

内最低賃金に応じたコース額（30 円、40 円）以上引き上げること及び生産性の向上・労働能率の増

進に資する設備投資・器具を導入する計画を策定すること 

③ 交付申請後に賃金引上げを行うこと、および鳥取労働局長の交付決定通知書が届いた後、事業実施計

画を実施すること 

 

３４ 時間外労働等改善助成金【国】  

 

労働時間等の設定改善により、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に取り組む中小企

業事業主が対象 

助成概要 

【時間外労働上限設定コース】 

 限度基準（月 45 時間、年 360 時間等）を超える 36 協定を締結している中小企業事業主が、労働時間を

短縮して限度基準以下の上限設定を行い、支給対象となる取組を実施した場合、実施に要した経費につい

て以下のいずれか低い額を支給。 

Ⅰ 1 企業当たりの上限 200 万円 

Ⅱ 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額 

Ⅲ 対象経費の合計額×補助率 3/4（※一定の要件の下では、補助率 4/5） 

【勤務間インターバル導入コース】 

過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け、勤務間インターバル（勤務終了後次の勤務までに一定時

間以上の休息時間を設けること）を導入するために支給対象となる取組を実施した場合、実施に要した経

費の 3/4（上限 20 万円～50 万円）を支給（※一定の要件の下では補助率 4/5） 

【職場意識改善コース】 

①雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が 13 日以下であり、かつ月間平均所定外労働時間

が 10 時間以上ある中小企業事業主が年次有給休暇の取得促進及び所定外労働の削減を目的として、支給

対象となる取組を実施した場合、成果目標の達成状況に応じて実施に要した経費の 1/2(上限 67 万円)～

3/4(上限 150 万円)を支給（※一定の要件の下では補助率 4/5） 

②労働基準法の特例として法定労働時間が週 44 時間とされている特例措置対象事業場で、かつ、所定労

働時間が週 40 時間を超え週 44 時間以下の事業場を有する中小企業事業主が、週所定労働時間を短縮する

ために支給対象となる取組を実施した場合、実施に要した経費の 3/4（上限 50 万円）を支給 

【団体推進コース】 

事業主団体等が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働条件の改善のために、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場合に、その事業主団体等に対し実施に要した費用のう

ち、以下のいずれか低い方の額を支給 

Ⅰ 対象経費の合計額（支給対象の取組ごとに上限額あり） 

Ⅱ 総事業費から収入額を控除した額 

Ⅲ 上限額（原則、上限額は 500 万円。都道府県単位又は複数の都道府県体で構成する事業主団体等（傘

下企業が 10 者以上）に該当する場合は、上限額 1,000 万円） 

【テレワークコース】 

在宅又はサテライトオフィスで就業するテレワークの促進について、支給対象となる取組を行った場

合、成果目標の達成状況に応じて、実施に要した経費の（1/2～3/4（上限 1 人当たり 10～20 万円、1 企

業当たり 100～150 万円）を支給 

鳥取労働局雇用環境・均等室（TEL: 0857-29-1701） 

 鳥取労働局雇用環境・均等室（TEL: 0857-29-1701） 



 
27 

 

主な要件 

【時間外労働上限設定コース】 

事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、36 協定により延長する労働時間数を短縮

して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署に届出すること 

 a) 時間外労働時間数で月 45 時間以下かつ年間 360 時間以下に設定 

 b) 時間外労働時間数で月 45 時間を超え月 60 時間以下かつ、年間 720 時間以下に設定 

c) 時間外労働時間数で月 60 時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で

月 80 時間以下かつ、時間外労働時間数で年間 720 時間以下に設定 

【勤務間インターバル導入コース】 

事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、休息時間数が「9 時間以上 11 時間未満」

又は「11 時間以上」の勤務間インターバルを導入（新規導入、適用範囲の拡大又は時間延長）すること 

【職場意識改善コース】 

①下記 a、b の成果目標の達成を目指して実施すること（達成状況時応じ、支給額に変動あり。なお、常

時使用する労働者数が 30 名以下かつ、支給対象の取組のうち、労働能率の増進に資する設備・機器等

の導入・更新を実施する場合で、その所要額が 30 万円を超える場合の補助率は 3/4 から 4/5 へ上乗せ。

また、年次有給休暇の年間平均取得日数を 12 日以上増加させた場合、上限金額最大 150 万円支給。） 

  a）労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を 4 日以上増加させる 

  b）労働者の月間平均所定外労働時間数を 5 時間以上削減させる 

②事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を 2時間以上短縮して、

40 時間以下とすること 

【団体推進コース】 

支給対象となる取組内容について、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、労働者を雇用する傘下の事業主の 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 

【テレワークコース】 

○評価期間に 1 回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを

実施させる 

○評価期間において、対象労働者が、在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の

週間平均を 1 日以上とする 

○年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して 4 日以

上増加させる。又は、所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定労働時間数を前年と比較して

5 時間以上削減させる 

 

 

３５ 両立支援等助成金【国】 

 

＜出生時両立支援コース＞ 

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、かつ、男性労働者に配偶者の出産

後 8 週間以内に開始する育児休業を取得させた事業主や育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させ

た事業主が対象 

助成概要 

【育児休業】 

①支給対象者が初めて生じた場合   中小企業以外   28.5 万円 

＜36 万円＞ 

                  中小企業      57 万円 

＜72 万円＞ 

②①に該当しない（2 人目以降取得時） 

○中小企業事業主以外の事業主 

 a  14 日以上 1 か月未満  14.25 万円＜18 万円＞ 

  b  1 か月以上 2 か月未満 23.75 万円＜30 万円＞ 

  c 2 か月以上      33.25 万円＜42 万円＞ 

※１つの年度において当該労働者の数が 10 人を超える場合は、合計して 10 人まで（①の支給を受ける事

業主は②による支給は 9 人まで） 

鳥取労働局雇用環境・均等室（TEL: 0857-29-1701） 
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※＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額 

○中小企業事業主 

ａ 5 日以上 14 日未満  14.25 万円＜18 万円＞ 

 ｂ 14 日以上 1 か月未満 23.75 万円＜30 万円＞ 

 ｃ 1 か月以上      33.25 万円＜42 万円＞ 

【育児目的休暇】 

○中小企業事業主       28.5 万円＜36 万円＞ 

○中小企業事業主以外の事業主 14.25 万円＜18 万円＞ 

※1 事業主当たり 1 回限り 

※＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額 

 

主な要件 

【育児休業】 

① 育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行っていること 

② 子の出生時（出生後 8 週間以内）に、男性労働者に育児休業を 14 日以上（中小企業は 5 日以上）取得

させたこと 

【育児目的休暇】 

① 育児目的休暇の制度を新たに導入し、労働協約又は、就業規則に規定していること（※平成 30 年 3 月

31 日以前に既に制度が導入されている事業主は対象としない） 

② 育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのための取組を行っていること 

③ 子の出生前 6 週間又は出生後 8 週間以内に、男性労働者 1 人につき合計して 8 日以上（中小企業事業

主は５日以上）の育児目的休暇を取得したこと 

 

＜介護離職防止支援コース＞ 

仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い「介護支援プラン」を作成し、介護休業の取

得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を行っ

た事業主が対象 

助成概要 

① 介護休業の利用  中小企業以外  38 万円＜48 万円＞ 

             中小企業    57 万円＜72 万円＞ 

② 介護制度の利用  中小企業以外  19 万円＜24 万円＞ 

             中小企業    28.5 万円＜36 万円＞ 

※それぞれ 1 事業主２人まで支給（無期労働者１人、有期労働者１人） 

※＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額 

主な要件 

○職場環境整備の取組を行うこと 

厚生労働省が指定する様式を使用して、以下①～④の全ての取組を行うこと 

① 従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握 

② 制度設計・見直し（育児・介護休業法に基づく介護休業関係制度の導入） 

③ 介護に直面する前の労働者への支援（人事労務担当者等による研修の実施及び介護関係制度の周

知） 

④ 介護に直面した労働者への支援（相談窓口の設置及び周知） 

○介護支援プランにより、介護休業の取得及び職場復帰並びに介護休業関係制度の利用を支援する措置を実

施する旨をあらかじめ規定し、労働者へ周知していること。 

○支給対象労働者に対し介護休業または介護制度にかかる所定の措置を講じていること。 

○支給労働対象者が介護休業を同一の対象家族について連続 2 週間以上または合計 14 日以上取得し、職場

復帰した雇用保険被保険者であり、当該介護休業開始日の１か月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者

として雇用されていること。 

○支給労働対象者が、次の介護制度を同一の対象家族について連続 6 週間以上または合計 42 日以上取得し

た雇用保険被保険者であり、当該介護制度利用開始の３か月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者とし

て雇用されていること。 
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＜育児休業等支援コース＞ 

Ⅰ 育児取得時・職場復帰時 

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得・職場復帰させた中小

企業事業主が対象 

助成概要 

① 育児休業取得時               28.5 万円＜36 万円＞ 

② 職場復帰時                 28.5 万円＜36 万円＞ 

育児休業取得者の職場支援の取組をした場合、    

「職場復帰時」に加算して支給                     ②+19 万円＜24 万円＞ 

 

※１事業主 2 人まで支給(無期労働者 1人、有期労働者 1人) 

※＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額 

主な要件 

（育休取得時） 

① 労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰について、育休復帰支援プランより支援する措置を実

施する旨あらかじめ規定し、労働者へ周知していること 

② 対象育児休業取得者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、

上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録し、当該面談結果を踏まえて対象育

児休業取得者のための育休復帰支援プランを作成すること 

③ 育休復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業（産前・産後休業から引き続き育児休業を取得す

る場合は産前休業）開始日までに業務の引き継ぎを実施すること 

④ 3 か月以上の育児休業を取得すること（産後休業を取得する場合は産後休業を含めて 3 か月以上） 

⑤ 対象育児休業取得者を、当該育児休業の開始日において、雇用保険の被保険者として雇用している

こと 

⑥ 育児休業取得時において在宅勤務で就労している場合については、個別の労働者との取り決めでは

なく、在宅勤務規定を整備し、業務日報等により勤務実態（勤務日、始業就業時刻、業務内容）が

確認できる場合に限り支給対象とすること 

（職場復帰時） 

① 対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること 

② 対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者と面談を実施し、面談結果を記録する

こと 

③ 対象者を原則として原職に復帰させ、さらに 6 か月以上継続雇用すること 

 

Ⅱ 代替要員確保時 

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主が対象 

助成概要 

① 育児休業取得者１人当たり         47.5 万円＜60 万円＞ 

② 支給対象労働者が有期契約労働者の場合 ①＋9.5 万円＜12 万円＞ 

※１事業主当たり１年度延べ 10 人まで 

くるみん取得事業主の場合、平成 37 年 3 月 31 日までの間で延べ 50 人まで 

※＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額 

主な要件 ① 育児休業取得者の職場復帰前に、就業規則等に育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨

を規定すること 

② 対象者が 3 か月以上の育児休業を取得した上で、事業主が休業期間中の代替要員を確保すること 

③ 対象者を上記規定に基づき原職復帰させ、引き続き雇用保険被保険者として 6 カ月以上継続雇用し

ており、さらに支給申請日において雇用していること 

④ 最初に支給決定された対象育児休業取得者の原職復帰日から起算して 6 か月を経過する日の翌日か

ら 5 年を経過していない日までに支給要件を満たす労働者を助成金対象とすること 
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Ⅲ職場復帰後支援 

法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入・運用した場合 

助成概要 

Ⅰ 子の看護休暇制度 

 a) 制度導入時 

28.5 万円＜36 万円＞ 

   ※1 事業主 1 回限り。Ⅱの a)の規定による支給を受けた事業主は支給対象外 

 b) 制度利用時 

   支給要領に定める看護休暇制度に基づき休暇を取得した労働者が取得した休暇 1 時

間当たり 1,000 円＜1,200 円＞に取得時間を乗じた額 

   ※最初の支給申請日から 3 年以内に 5 人まで。さらに、一つの年度において、本助

成金の支給は 1 事業主当たり、200 時間＜240 時間＞が上限 

※＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額 

※支給要領に定める看護休暇制度 

小学校の就学始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇であって、時間を単位と

して付与することができる制度 

Ⅱ 保育サービス費用補助制度 

   a) 制度導入時 

28.5 万円＜36 万円＞ 

   ※1 事業主 1 回限り。Ⅰの a)の規定による支給を受けた事業主は支給対象外 

   b) 制度利用時 

     事業主が負担した費用の 3 分の 2 の額（千円未満は切り捨て） 

   ※最初の支給申請日から 3 年以内に 5 人まで。さらに一つの年度において、1 事業

主当たり、20 万円＜24 万円＞を上限とする 

※支給要領に定める保育サービス費用補助制度 

 小学校就学の始期に達するまでの子に係る臨時的・一時的な保育サービスの費用の一部

を補助するための制度 

主な要件 

Ⅰ 看護休暇制度 

① 雇用保険被保険者について、支給要領に定める子の看護休暇制度を労働協約又は就業

規則に定めるところにより整備する 

② 育児休業を 1 か月以上取得した労働者に、育児休業から原職等へ復帰後 6 か月以内に、

上記看護休暇制度を利用させた実績があり、かつ当該労働者一人につき 20 時間以上取得

させたこと 

③ 対象育児休業取得者を当該育児休業開始日において、雇用保険被保険者として雇 

 用していたこと、かつ原職復帰後、引き続き雇用保険被保険者として 6 か月以上雇用し

ており、さらに支給申請日において雇用していること 

Ⅱ 保育サービス費用補助制度 

①   雇用保険被保険者について、支給要領に定める保育サービス費用補助制度を利用させ

た実績があり、かつ当該労働者一人につき 3 万円以上補助したこと 

② 「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」（内閣府）を受給していないこと 

③ 対象育児休業取得者を当該育児休業開始日において、雇用保険被保険者として雇用し 

  ていたこと、かつ原職復帰後、引き続き雇用保険被保険者として 6 か月以上雇用してお 

  り、さらに支給申請日において雇用していること 
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＜再雇用者評価処遇コース＞ 

妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復帰でき、適

切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主が対象 

助成概要 

① 再雇用 1人目    中小企業以外 28.5 万円＜36 万円＞ 

         中小企業    38 万円＜48 万円＞ 

② 再雇用 2～5人目  中小企業以外  19 万円＜24 万円＞ 

         中小企業   28.5 万円＜36 万円＞ 

※上記の額を、継続雇用 6 カ月後・継続雇用 1年後の 2回に分けて半額ずつ支給 

※＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額 

主な要件 

① 平成 29 年４月１日以降、再雇用制度を労働協約または就業規則に規定すること 

※同様の制度を規定している場合は、対象外であるが、助成金の趣旨に沿った内容に改正した場

合は、改正日以後の再雇用について対象 

② 上記制度に基づき、離職後 1 年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として 6 カ月以上

継続雇用すること 

※当初、有期契約労働者として再雇用した場合も、無期雇用契約を締結後、6 カ月以上継続雇用すれ

ば対象 

③ 不支給要件に該当しない（基準期間に事業主都合によって解雇したことがある、労働関係法令違

反がある、等） 

 

＜女性活躍加速化助成金＞ 

女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達成に向けた取組内

容（以下「取組目標」）等を盛り込んだ行動計画を策定し、行動計画に沿った取組を実施して「取組目標」

を達成した事業主及び「数値目標」を達成した事業主が対象 

助成概要 

【加速化 Aコース】 

28.5 万円＜36 万円＞ 

※産業に関わりなく、常時雇用する労働者が 300 人以下の事業主が対象 

【加速化 Nコース】 

中小企業以外  28.5 万円＜36 万円＞ 

中小企業    28.5 万円＜36 万円＞ 

中小企業で女性の管理職比率が１５％以上となった場合 

        47.5 万円＜60 万円＞ 

※1事業主当たり各コースそれぞれ 1回限りとする 

※＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額 

主な要件 

【加速化 Aコース】 

① 女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画（以下「行動計画」）を策定・公表・周知・届出

していること 

② 長時間労働の是正など働き方の改革に関する取組について、行動計画に盛り込み、実施すること 

③ ①で策定した行動計画期間内に、計画に基づいて取組目標を達成している 

【加速化 Nコース】 

① A コースの要件を実施し、取組目標を達成した上で、数値目標を達成していること 

② 常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主については、①の数値目標の達成に加えて女性の管理 

職比率が産業平均値の 1.3 倍以上となったこと 
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Ⅲ 雇用の維持や正社員への転換などに 

３６ 正規雇用転換促進助成金事業【県】  

 

非正規雇用している従業者を正規雇用に転換する事業主が対象 

助成概要 

 
介護や建設・土木等の重点分野事業に取り組む事業者が、現在非正規である対象従業員を正規雇用に転

換した場合、当該従業員１人につき３０万円を助成。 
※対象従業員が、母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、１０万円の加算があります。 
※対象従業員が、障がい者である場合も１０万円の加算があります。 

 
（重点分野事業） 

農林水産、建築・土木、産業振興、環境・エネルギー、観光、教育・研究、医療・介護、くらしの 
安全安心、文化・スポーツ、子育て、地域社会貢献 

   ※地域社会貢献とは、ＮＰＯ等が取り組む地域再生・街づくり事業をいいます。 

主な要件 

 
＜対象事業者＞ 
 ・鳥取県内に雇用保険適用事業所がある県内の中小企業であること。 

（ただし、１事業者あたり助成対象は 1 年度１０人を上限） 
   
 
＜対象従業者＞ 
 ・非正規雇用期間が６か月以上ある従業者で、正規雇用へと転換した方 
 

※国のキャリアアップ助成金制度の対象者、正規雇用転換に係る他の助成制度の対象者については除

く。 
 ※正規雇用転換後１年以内に対象従業者の継続雇用が確認できなかった場合は返還の対象となる場合 

があります。 

 

３７ 雇用調整助成金 【国】 

 

景気の変動、産業構造の変化等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場合に、休

業、教育訓練または出向により労働者の雇用の維持を図る事業主が対象 

助成概要 

【休業・教育訓練の場合】 

休業手当等の一部助成２／３（中小企業以外１／２） 

教育訓練を行った場合は、教育訓練費を１人１日あたり 1,200 円加算 

【出向の場合】 

   出向元事業主の負担額の一部助成２／３（中小企業以外１／２） 

  

主な要件 

 景気の変動、産業構造の変化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場合（※１）

に、休業、教育訓練、または出向（※２）によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対

して助成 

 

 （※１）売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近３か月間の月平均値が、前年同期に比べ

10％以上減少していること等 

 （※２）３か月以上１年以内の出向に限る 

 

 

 

 

 

鳥取県商工労働部 雇用人材局 鳥取県立ハローワーク（TEL: 0857-51-0501） 

ハローワーク及び鳥取労働局職業対策課（TEL：0857-29-1708） 
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３８ 労働移動支援助成金【国】  

 

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置等を講じる事業

主が対象 

（１）再就職支援コース 

助成概要 

【再就職支援】 

 委託費用の１／２（中小企業以外１／４） 

 支給対象者 45 歳以上 委託費用の２／３（中小企業以外１／３） 

 

 特例区分（※）に該当する場合、  

  委託費用の２／３（中小企業以外１／３） 

  支給対象者 45 歳以上 委託費用の４／５（中小企業以外２／５） 

  （１人当たり上限 60 万円） 

 

 訓練を委託した場合、訓練実施に係る費用の２／３（上限 30 万円） 

 グループワークを委託した場合、３回以上実施で１万円を加算 

 

【休暇付与支援】 

 日額 8,000 円（中小企業以外 5,000 円）を支給 （上限 180 日分） 

 離職後１か月以内に再就職を実現した場合、１人あたり 10 万円を加算 

 

【職業訓練実施支援】 

 教育訓練施設等に訓練を直接委託した場合、訓練実施に係る費用の２／３ 

 （上限 30 万円） 

 

  （※）職業紹介事業者との間の委託契約が一定基準に合致し、かつ、 

     対象者が実際に良質な雇用に再就職した場合 

主な要件 
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職

業紹介事業者に委託等して行う事業主（再就職が実現した場合に限る）に対して助成 

 
（２）早期雇入れ支援コース 

助成概要 

 
【早期雇入れ支援】（１年度１事業所あたり 500 人上限） 
 
 通常助成   １人あたり 30 万円 
 優遇助成（※１） １人あたり 80 万円 
   （雇入れから６か月経過後に 40 万円、さらに６か月経過後に 40 万円） 
 優遇助成（賃金上昇区分）（※２） １人あたり 100 万円 
   （雇入れから６か月経過後に 40 万円、さらに６か月経過後に 60 万円） 
 
【人材育成支援（※３）】 
 通常助成 ＯＪＴ 訓練実施助成  800 円/時 
      Ｏｆｆ－ＪＴ 賃金助成 900 円/時 + 訓練経費助成（上限 30 万円） 
 
 優遇助成（※１） ＯＪＴ 訓練実施助成  900 円/時 
          Ｏｆｆ－ＪＴ 賃金助成 1,000 円/時 + 訓練経費助成（上限 40 万円） 
 

優遇助成（賃金上昇区分）（※２）ＯＪＴ 訓練実施助成  1,000 円/時 
Ｏｆｆ－ＪＴ 賃金助成 1,100円/時 + 訓練経費助成（上限 50万円） 

 
（※１）成長性に係る一定の基準に合致する事業所の事業主が、事業再編等を行う事業所から離職者を雇い

入れた場合 
（※２）優遇助成の要件を満たす事業所の事業主が、対象者の採用１年後に賃金アップした場合 
（※３）早期雇入れ支援の対象者に対して、職業訓練を実施した場合に上乗せとして支給 

ハローワーク及び鳥取労働局職業対策課（TEL：0857-29-1708） 
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主な要件 
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職日の翌日から３か月以内に雇い入れた事業主

に対して助成 

 
（３）中途採用拡大コース 

助成概要 

【中途採用拡大助成】 
① の場合  50 万円 
② の場合  60 万円 

【生産性向上助成（※）】 
(ア) の場合  ＜25 万円＞ 
(イ) の場合  ＜30 万円＞ 

 
（※）中途採用拡大に取り組む際に提出した中途採用計画の開始日の前年度から３年度経過後に申請し、

生産性要件を満たしていた場合に支給 

主な要件 
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大（①中途採用率の向上または②45
歳以上を初めて雇用）させた事業主に対して助成 
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参考：労働契約に関する基本ルール 

＜鳥取県の最低賃金＞ 
 
 
 

 

＜労働者を雇い入れるとき＞ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜採用・選考ルールについて＞ 
 
 

 

         
 

・１時間７３８円（平成２９年１０月６日～） 

「鳥取県最低賃金」は、業種や規模及び常用、臨時、アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態に

かかわらず、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 

労働保険とは労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます。）と雇用保険とを総称した言葉です。 

労働者（正社員、パート、アルバイトを問いません。）を採用する場合には、必ず労働条件通知

書（雇入れ通知書）（※）を労働者に交付しなければなりません。 

※ 労働条件通知書（雇入れ通知書）は、使用者が労働者と労働契約を締結する際に、賃金、労働

時間などの労働条件を労働者に明示するために交付を義務付けられた書面の通称です（労働基

準法第 15 条、労働準法施行規則第 5 条）。 

 パートタイム労働者に対しては、労働基準法で義務付けられた事項に加えて、「昇給の有無」「退

職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の明示が義務付けられています。（パートタイム労働法

第 6 条） 

 

 

 

 

労働条件通知書の交付 

労働保険の加入 

労働条件通知書の交付は、労働者が自分の労働条件を書面で確認できるため、 納得・安心し

て働くことができるとともに、労使間のトラブルを防止することができます。さらに労使の信頼

関係や労働者のモチベーション（やる気）を高めることにも有益です。 

＜雇用保険＞ 

雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制

度です。事業所規模にかかわらず、 

  (1) 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上で 

  (2) 31 日以上の雇用見込がある人を雇い入れた場合 

は適用対象となります。 

＜労災保険＞ 

労災保険は、労働者の業務が原因でけが、病気、死亡（業務災害）した場合や、また通勤の途中の

事故などの場合（通勤災害）に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。 

 基本的に労働者を一人でも雇用する会社は加入が義務づけられており、保険料は全額事業主が負担

します。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象です。 

○公正な採用選考について  

厚生労働省では、就職の機会均等を確保するために、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考

を実施するようお願いしています。詳細は厚生労働省 HP 

（http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htm）を御覧ください。 
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《県立ハローワーク問い合わせ先》 

鳥取県立鳥取ハローワーク (TEL 0857-51-0501  FAX 0859-51-0502） 
〒680-0835 鳥取市東品治町 111-1 鳥取駅 1 階（平成３０年６月３０日～）  （開所時間 10:00～18:15 [月曜日～土曜日]※祝日・年末年始を除く） 

鳥取県立倉吉ハローワーク (TEL 0858-24-6112  FAX 0858-24-6113） 
〒682-0023 倉吉市山根 557-1 パープルタウン 1 階                 （開所時間 10:00～18:15 [月曜日～土曜日]※祝日・年末年始を除く） 

鳥取県立米子ハローワーク (TEL 0859-21-4585  FAX 0859-21-4586） 
〒683-0043 米子市末広町 311 イオン米子駅前店 4 階               （開所時間 10:00～18:15 [月曜日～土曜日]※祝日・年末年始を除く） 

鳥取県立境港ハローワーク (TEL 0859-44-3395  FAX 0859-36-8609） 
〒684-8501 境港市上道町 3000 境港市役所別館 1 階               （開所時間 8:30～ 17:15[月曜日～土曜日]※祝日・年末年始を除く） 

鳥取県立東京ハローワーク (TEL 03-5212-9179  FAX 03-5212-9079） 
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-3 都道府県会館 10 階           （開所時間 8:30～ 17:15[月曜日～金曜日]※祝日・年末年始を除く） 

鳥取県立関西ハローワーク (TEL 06-6346-1786  FAX 06-6341-3972） 
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-1-3-2200 大阪駅前第 3 ビル 22 階   （開所時間 8:30～ 17:15[月曜日～金曜日]※祝日・年末年始を除く） 

 
《その他関係機関問い合わせ先》※各助成制度の詳細は、各担当機関、団体へお問い合わせください。 
ハローワーク鳥取                           （TEL 0857-23-2021  FAX 0857-22-6906） 
ハローワーク倉吉                           （TEL 0858-23-8609  FAX 0858-22-6494） 
ハローワーク米子                           （TEL 0859-33-3911  FAX 0859-33-3959） 
ハローワーク米子根雨出張所                    (TEL 0859-72-0065  FAX 0859-72-1371） 
鳥取労働局職業安定課                        (TEL 0857-29-1707  FAX 0857-22-7717） 

職業対策課                              （TEL 0857-29-1708  FAX 0857-22-7717） 
訓練室                                  （TEL 0857-88-2777  FAX 0857-22-7717） 
雇用環境・均等室                          (TEL 0857-29-1709  FAX 0857-29-4142）                       

平成３０年７月作成（本書に関するご意見等がございましたら、次にご連絡ください。） 

     鳥取県商工労働部雇用人材局雇用政策課 TEL 0857-26-7699 FAX 0857-26-8169 

 


