平成 28 年度版(H28.７.14 現在)

事業復興型雇用創出助成金【雇入費】のご案内
岩手県内の沿岸１２市町村に所在する事業所が失業者を雇用した場合、１人当たり
３年間で最大１２０万円を助成します。
助成金の対象事業所
１、２いずれかの産業政策を実施し、３、４及び５のいずれにも該当する事業所が対象となります。
沿岸12市町村以外に所在する事業所で行っていた産業政策の対象事業を、沿岸12市町村に所在する事業所の対象事業とする
場合は、沿岸12市町村に所在する事業所の施設設備等に活用されていることが必要です。

１
２

別表に掲げる国又は自治体の補助金・融資事業
別表以外の国又は自治体の補助金・融資事業等

（１号事業）
（２号事業）

東日本大震災からの復興施策に関連する事業が対象です。申請を個別に審査し決定します。

３
４
５

中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者又はこれに準ずること
岩手県内の沿岸12市町村に所在すること
最初の支給対象者の雇入から１年以内に雇入れた労働者を申請すること(※１)
※１

原則として、平成28年度に初めて申請する事業所が対象となります。
ただし、平成27年度から助成金支給を受けた事業所でも、５に該当する場合には対象となります。

助 成 対 象 労 働 者
平成27年４月１日以降に雇用された、次のいずれにも該当する労働者です。
１ 助成金の対象事業所に雇用された被災三県求職者(※２)
・

再雇用者は、新規雇用者１名につき４名まで申請可能（助成対象労働者の８割の人数まで）

・

新規学卒者も対象（平成23年３月11日に本人又は扶養者が岩手県、宮城県、福島県に居住していた場合に限る。
）

・

補助金、融資事業等の支援決定以後に雇用された労働者

２ ｢期間の定めのない雇用契約」又は｢１年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用契約｣により
雇用された求職者 （１年未満の有期雇用契約や更新しない契約となった場合、助成対象外
となる場合があるので、ご注意ください。）
３ 原則として、雇用保険の一般被保険者に該当する労働者（所定労働時間が週20時間以上）
※２

助

成

被災三県求職者：平成23年３月11日において岩手県、宮城県、福島県で勤務又は居住していた求職者

金

支

給

額

１人当たり最大３年間を認定し、助成対象労働者が在職している期間について支給します。
助成対象労働者
フルタイム労働者
短時間労働者

総支給額
120 万円
60 万円

１年目
60 万円
30 万円

２年目
40 万円
20 万円

３年目
20 万円
10 万円

・

申請が雇入日から２か月を経過した場合は、助成金の額が減額されます。
（例）平成28年９月１日以降に雇入れた方の申請が平成28年11月２日以降になった場合、助成金の額が減額されます。
ただし、平成28年1月30日から平成28年8月31日までに雇入れた方については、補充申請を除き減額対象となりません。
・ 別表以外の補助金・融資事業等を実施する事業所の再雇用者は８割の額
・ １事業所当たりの上限額は2,000万円です。

＜受付期間及び問合せ先＞
１

受付期間
・
・
・

２

平成 28 年９月１日（木）から平成 29 年１月 27 日（金）まで

１月 27 日の消印有効です。（持参する場合は、受付時間内（午後４時 30 分）までに到着した分まで受け付けます。
）
予算の上限に達した場合、期限前に受付を終了します。
申請後、県から決定通知を受けた場合、第１期の実績報告を行う予定としておりますので、予めご了承ください。

お問合せ・申請書の送付先
岩手県事業復興型雇用創出助成金事務センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通 1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル３階
TEL 019-601-5263 FAX 0120-079-200
（受付時間 平日 9：30～12：00
【県担当部署】岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室

13：00～16：30）

このリーフレットは概要ですので、詳細は、県ホームページでご確認ください。
（http://www.pref.iwate.jp/koyouroudou/koyou/047008.html）

別表（１号事業） 事業復興型雇用創出助成金の平成 28 年度対象事業一覧
平成 28 年７月 14 日現在
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国の施策

〔所管機関名〕

国内立地推進事業費補助金
〔経済産業省〕
中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金
〔経済産業省〕
（中小企業等復旧・復興支援事業費補助金（グループ補助金）含む。
）
地域商業活性化支援補助金
〔経済産業省〕
独立行政法人中小企業基盤整備機構特定事業者復興支援施設整備事業
〔経済産業省〕
（仮設店舗・仮設工場等の整備）
新事業育成資金（グローバル展開関連）
〔経済産業省〕
グローバル技術連携・創業支援補助金（一般枠）
〔経済産業省〕
グローバル技術連携・創業支援補助金（創業枠）
〔経済産業省〕
中小企業の協働による国内外販路開拓等支援事
〔経済産業省〕
イノベーション拠点立地推進事業（先端技術実証・評価設備整備等補助金のうち
〔経済産業省〕
企業等の実証・評価設備等の整備事業に限る。
）
津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
〔経済産業省〕
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
〔農林水産省〕
木材加工流通施設等復旧対策
〔農林水産省〕
（木材加工流通施設の復旧等のうち被災工場の改良復旧及び被災工場との水平連携に限る。
）
木質バイオマス関連施設整備事業
〔農林水産省〕
東日本大震災復旧・復興卸売市場施設災害復旧事業
〔農林水産省〕
（卸売市場の機能の高度化に資する施設の整備に限る。）
６次産業化先導モデル育成事業
〔農林水産省〕
農山漁村再生可能エネルギー導入事業
〔農林水産省〕
森林整備加速化・林業再生事業費補助金（機能の高度化に資する施設の整備に限る。
） 〔農林水産省〕
東日本大震災農業生産対策交付金
〔農林水産省〕
水産業共同利用施設復旧支援事業（機能高度化等を図る場合に限る。）
〔農林水産省〕
水産業共同利用施設復旧整備事業（単なる現状復旧のための事業を除く。
）
〔農林水産省〕
水産業共同利用施設復興整備事業（単なる現状復旧のための事業を除く。
）
〔農林水産省〕
被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業
〔農林水産省〕
（農業生産法人等が被災者を雇用して経営規模を拡大する場合に限る。
）
食料の物流拠点機能強化等支援事業等（食料の物流拠点機能強化等支援事業に限る。
） 〔農林水産省〕
被災地域農業復興総合支援事業
〔農林水産省〕
地域還元型再生可能エネルギーモデル早期確立事業
〔農林水産省〕
地域医療再生臨時特例交付金
〔厚生労働省〕
介護基盤復興まちづくり整備事業
〔厚生労働省〕
保育所等の複合化・多機能化推進事業
〔厚生労働省〕
幼稚園等の複合化・多機能化推進事業
〔文部科学省〕
中小・小規模者の事業再開等支援事業（単なる現状復旧のための事業を除く。）
〔内閣府〕

岩手県・県内市町村の施策
中小企業被災資産復旧事業費補助
企業立地促進奨励費事業費補助
被災商店街にぎわい支援事業費
自動車関連産業重点強化支援事業費補助

〔所管機関名〕
〔岩手県商工労働観光部経営支援課〕
〔岩手県商工労働観光部企業立地推進課〕
〔岩手県商工労働観光部経営支援課〕

〔岩手県商工労働観光部ものづくり自動車産業振興課〕
医療機器製品開発支援事業費補助
〔岩手県商工労働観光部ものづくり自動車産業振興課〕
中小企業災害復旧資金
〔岩手県商工労働観光部経営支援課〕
中小企業東日本大震災復興資金
〔岩手県商工労働観光部経営支援課〕
被災中小企業施設・設備整備支援事業資金貸付制度
〔岩手県商工労働観光部経営支援課〕
（高度化スキームによる貸付制度）
企業立地促進資金貸付金
〔岩手県商工労働観光部企業立地推進課〕
釜石市企業立地奨励措置要綱に基づく奨励措置（補助金）
〔釜石市企業立地課〕
大槌町被災者事業再開支援補助金
〔大槌町産業振興部産業振興課〕
大槌町移動販売車購入事業補助金
〔大槌町産業振興部産業振興課〕
小規模企業事業所等再建事業費補助金
〔洋野町水産商工課〕
八幡平市空き工場等賃借料補助金
〔八幡平市産業部商工観光課〕
盛岡市産学共同研究事業等補助金
〔盛岡市商工観光部企業立地雇用課〕
宮古市中小企業被災資産修繕費補助金
〔宮古市産業支援センター、商業観光課〕
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宮古市中小企業被災資産復旧費補助金
〔宮古市産業支援センター、商業観光課〕
宮古市中小企業団体等被災資産修繕費補助金
〔宮古市商業観光課〕
宮古市被災中小企業対策資金利子等補助金
〔宮古市商業観光課〕
宮古市企業立地補助金
〔宮古市産業支援センター〕
北上市産学共同研究補助金
〔北上市商工部基盤技術センター〕
北上市高度技術者育成補助金
〔北上市商工部工業振興課〕
北上市企業立地促進補助金
〔北上市商工部企業立地課〕
北上市企業設備投資奨励補助金
〔北上市商工部企業立地課〕
北上市中小企業融資事業
〔北上市商工部商業観光課〕
遠野市事業所立地奨励事業
〔遠野市産業振興部商工観光課〕
一関市地域企業経営強化支援事業費補助金
〔一関市商工労働部工業課〕
一関市新規高卒者ふるさと就職支援事業補助金
〔一関市商工労働部労働政策課〕
陸前高田市被災中小企業事業再開支援補助金
〔陸前高田市企画部商工観光課〕
陸前高田市企業立地奨励条例に基づく奨励措置
〔陸前高田市企画部まちづくり戦略室〕
陸前高田市中小企業設備投資促進事業補助金
〔陸前高田市企画部商工観光課〕
奥州市企業立地促進補助金
〔奥州市商工観光部企業振興課〕
奥州市空き工場賃借料補助金
〔奥州市商工観光部企業振興課〕
奥州市地域企業経営基盤強化・雇用促進支援事業費補助金
〔奥州市商工観光部企業振興課〕
紫波町事業所立地奨励金
〔紫波町産業部商工観光課〕
山田町中小企業災害復旧資金融資利子補給補助金
〔山田町水産商工課〕
いわて希望ファンド地域活性化支援事業助成金
〔岩手県商工労働観光部産業経済交流課、いわて産業振興センター〕
いわて農商工連携ファンド地域活性化支援事業助成金
〔岩手県商工労働観光部産業経済交流課、いわて産業振興センター〕
盛岡市工場等設置奨励条例（雇用奨励金）
〔盛岡市商工観光部企業立地雇用課〕
盛岡市工場等新設拡充促進事業補助金
〔盛岡市商工観光部企業立地雇用課〕
盛岡南新都市産業等用地企業立地促進事業補助金
〔盛岡市商工観光部企業立地雇用課〕
盛岡市情報関連企業立地促進事業補助金
〔盛岡市商工観光部企業立地雇用課〕
宮古市被災中小企業者対策設備貸与事業補助金
〔宮古市産業支援センター〕
宮古市震災復興新規創業者支援設備貸与事業補助金
〔宮古市産業支援センター〕
大船渡市企業立地奨励条例
〔大船渡市港湾経済課〕
大船渡市企業立地奨励条例の特例に関する条例
〔大船渡市港湾経済課〕
大船渡市産学官連携研究開発事業費補助金
〔大船渡市港湾経済課〕
花巻市企業競争力強化支援事業費補助金
〔花巻市商工労政課〕
花巻市成長分野進出事業補助金
〔花巻市商工労政課〕
花巻市六次産業起業家応援事業
〔花巻市商工労政課〕
花巻市中小企業振興融資制度
〔花巻市商工労政課〕
花巻市中小企業震災融資制度
〔花巻市商工労政課〕
花巻市企業立地促進利子補給補助金
〔花巻市商工労政課〕
花巻市流通業務施設立地奨励補助金
〔花巻市商工労政課〕
久慈市企業立地促進事業費補助金事業
〔久慈市商工振興課〕
久慈市起業・立地奨励事業
〔久慈市商工振興課〕
久慈市企業立地促進資金利子補給事業
〔久慈市商工振興課〕
遠野市雇用環境づくり応援事業（被災離職者枠）
〔遠野市商工観光課〕
遠野市雇用環境づくり応援事業（新規学卒者枠）
〔遠野市商工観光課〕
遠野市新規学卒者採用奨励金
〔遠野市商工観光課〕
遠野市一般離職者採用奨励金
〔遠野市商工観光課〕
一関市コールセンター立地促進奨励事業
〔一関市商工労働部工業課〕
一関市立地企業操業支援事業補助金
〔一関市商工労働部工業課〕
一関市企業立地促進奨励事業費補助金
〔一関市商工労働部工業課〕
奥州市中小企業融資あっせん制度
〔奥州市商工観光部企業振興課〕
奥州市中小企業災害復旧資金利子補給金制度
〔奥州市商工観光部企業振興課〕
金ヶ崎町企業立地促進奨励事業費補助金
〔金ヶ崎町商工観光課〕
山田町中小商工業金融対策融資
〔山田町水産商工課〕
山田町中小商工業金融対策融資利子補給事業
〔山田町水産商工課〕
山田町中小商工業者融資利子等補給事業
〔山田町水産商工課〕
山田町企業立地補助金
〔山田町水産商工課〕
山田町工場誘致条例利子補給事業
〔山田町水産商工課〕
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盛岡市中小企業融資制度（盛岡市組合等振興資金融資、盛岡市商工振興資金融資（開業資金）
）
〔盛岡市商工観光部商工課〕
一関市中小企業振興資金
〔一関市商工労働部商業観光課〕
釜石市中小企業振興対策事業（釜石市中小企業振興資金融資、岩手県小規模小口資金利子補給補助金、
釜石市経営安定支援事業利子補給補助金）
〔 釜石市産業振興部商工労政課〕
二戸市企業立地補助金
〔二戸市産業振興部企業・雇用推進室〕
二戸市起業・立地奨励補助金
〔二戸市産業振興部企業・雇用推進室〕
二戸市特定区域産業活性化補助金
〔二戸市産業振興部企業・雇用推進室〕
西和賀町若年者ふるさと就職支援事業
〔西和賀町観光商工課〕
西和賀町中小企業振興資金融資事業
〔西和賀町観光商工課〕
西和賀町工場及び観光宿泊施設設置奨励補助金
〔西和賀町観光商工課〕
西和賀町企業誘致促進事業
〔西和賀町観光商工課〕
西和賀町新ビジネスチャレンジ補助金
〔西和賀町観光商工課〕
西和賀町６次産業化チャレンジ事業費補助金
〔西和賀町企画推進課〕
大槌町新規学卒者雇用促進奨励金
〔大槌町産業振興部産業振興課〕
岩泉町被災中小企業対策資金等利子補助金
〔岩泉町経済観光交流課経済商工室〕
岩泉町中小企業振興資金融資利子補給補助金
〔岩泉町経済観光交流課経済商工室〕
岩泉町中小企業設備機械類貸与利子補給補助金
〔岩泉町経済観光交流課経済商工室〕
岩泉町企業立地補助金
〔岩泉町政策推進課政策推進室〕
岩泉町企業立地奨励条例に基づく奨励措置
〔岩泉町政策推進課政策推進室〕
一戸町中小企業振興資金融資制度
〔一戸町産業部産業課〕
一戸町企業立地促進奨励事業費補助金
〔一戸町産業部産業課〕

