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（目的） 

第１条 東京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村）補助金（以下「補助金」という。）

は、区市町村が実施する、地域での就業を希望する女性、若者無業者、高齢者、障害者

等（以下「就業希望者」という。）に対して人材育成や雇用・就業支援等を行い、地域

での雇用・就業機会を創出する事業及び地域の企業等で働く在職者に対して定着率の向

上等を行う事業に係る経費を補助することにより、東京都における労働力を確保すると

ともに、都内の企業等で働く従業員の処遇改善を図ること目的とする。 

 

（通則） 

第２条 この補助金の交付は、東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１

号）によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助事業） 

第３条 この補助金の交付対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、区市町村が

新たに委託して実施する次のいずれかの事業（以下「委託事業」という。）とする。 

(1)  労働力確保事業 

    就業希望者に対して、ＯＪＴやＯＦＦ－ＪＴ等による人材育成や雇用・就業支援

を実施し、委託先企業等での継続雇用や地域の企業等での就業を支援することによ

り、地域の実情に応じた労働力の確保を図る事業 

(2) 処遇改善事業 

    地域の企業等で就業している在職者に対し、各種研修やコンサルティング等を実

施することにより、定着率向上、非正規従業員の正規従業員化、賃金引上げ、働き

方改革（生産性向上）といった処遇改善を図る事業  

２ 前項に規定する補助事業は、それぞれ次に定める要件をすべて満たす事業とする。 

 (1) 労働力確保事業及び処遇改善事業に共通する要件 

ア 地域の実情に応じ、区市町村が新たに企画した事業であって、既存事業の振替

（実質的にそのように判断されるものも含む）でないこと。 

なお、既存事業に新たに追加する事業にあっては、既存事業と区分できる場合

に限り、新規事業として取り扱うものとする。 

イ 東京都や区市町村が行う建設・土木事業でないこと。 

ウ 委託事業の実施期間は、最長２年間であること。 



 

 

エ 別表に合致又は準ずる事業であること。 

(2) 労働力確保事業に係る要件 

  ア 委託先の民間企業等が、就業希望者を雇用契約により新たに雇い入れるなど、

委託先での継続雇用や地域の他の企業等での就業を支援する事業であること。 

  イ 委託先の民間企業等は、事業の実施にあたり、就業希望者に対して実施する職

場での実務経験を積むＯＪＴ、職場外で講義等の研修を受講するＯＦＦ－ＪＴ、

委託先での継続雇用や地域の他の企業での就業に結びつける雇用・就業支援など

の方法を組み合わせた「人材育成・就業支援計画」を策定し、これに基づき人材

育成及び雇用・就業支援を行うものであること。 

  ウ  就業希望者を雇い入れるにあたっては、次のとおりとすること。 

（ア）補助対象となる就業希望者の雇用期間は１年以内とすること。 

   (イ) 就業希望者の募集にあたっては、広報等による周知や公共職業安定所への求

人申込等、募集の公開を図ること。 

   (ウ) 就業希望者を雇い入れる際、就業希望者本人に受託先企業等での継続雇用又

は、地域内の他の企業等での就業意思・意欲の確認を行うこと。 

 (3） 処遇改善事業に係る要件 

  ア 委託先の民間企業等が、地域の企業等で就業している在職者に対し、定着率向

上、非正規従業員の正規従業員化、賃金の引上げ、働き方改革（生産性向上）な

どの処遇改善を図ることを目的とし、各種研修やコンサルティング等を実施する

事業であること。 

イ 委託先の民間企業等は、事業の実施にあたり、定着率向上、非正規従業員の正規

従業員化、賃金の引上げ、働き方改革（生産性向上）を行う人数等に係る定量的な

目標や実施する対策等について「処遇改善計画」を策定し、これに基づき定着率向

上等の処遇改善を行うものであること。 

 

（委託事業の委託先） 

第４条 委託事業の委託先は、民間企業、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)

に基づく特定非営利活動法人(以下「ＮＰＯ法人」という。)、その他の法人又は法人以

外の団体等(以下｢企業等｣という。)とする。 

 

（事業計画等） 

第５条 委託事業を実施する計画がある区市町村は、毎年度の東京都知事（以下「知事」

という。）が定める日までに、「東京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村補助）

計画届」（別紙様式第１号）を知事に提出しなければならない。 

なお、上記計画届の提出にあたって、労働力確保事業の場合は、「東京都地域人材

確保・育成支援事業（区市町村補助・労働力確保事業）計画書」（別紙様式第１号別

紙１の１。以下「労働力確保事業計画書」という。）及び区市町村の歳入歳出予算（見

込）書の抄本を、処遇改善事業の場合は、「東京都地域人材確保・育成支援事業（区

市町村補助・処遇改善事業）計画書」（別紙様式第１号別紙１の２。以下「処遇改善

事業計画書」という。）及び区市町村の歳入歳出予算（見込）書の抄本を添付するこ



 

 

と。 

２ 東京都は、前項の規定により、区市町村から事業計画書の提出を受けたときは、当

該内容の審査を行い、適当と認めた事業はその承認を行い、取りまとめて公表するも

のとする。 

３ 区市町村は、補助金交付決定前に前項の事業計画を変更しようとする場合は、「東

京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村補助）計画変更届」（別紙様式第２号）

を知事に提出しなければならない。東京都は、当該内容を審査し、適当と認めた事業

はその承認を行い、これを取りまとめて公表するものとする。 

なお、上記計画変更届の提出にあたって、労働力確保事業の場合は、「労働力確保

事業計画書」を、処遇改善事業の場合は、「処遇改善事業計画書」を添付すること。 

４ 区市町村は、補助事業に係る担当窓口を明確にし、これを公表するものとする。 

 

（補助率） 

第６条 この補助金の補助率は、１０分の１０とする。 

 

（交付申請） 

第７条 区市町村は、補助金の交付を受けようとするときは、「東京都地域人材確保・育

成支援事業補助金（区市町村補助）交付申請書」（別紙様式第３号）を、知事が別に定

める日までに提出しなければならない。 

なお、上記交付申請書の提出にあたって、労働力確保事業の場合は、「労働力確保

事業計画書」及び区市町村の歳入歳出予算（見込）書の抄本を、処遇改善事業の場合

は、「処遇改善事業計画書」及び区市町村の歳入歳出予算（見込）書の抄本を添付す

ること。 

 

（交付決定） 

第８条 知事は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と

認めた事業は速やかに交付決定を行い、「東京都地域人材確保・育成支援事業（区市町

村）補助金交付決定通知書」（別紙様式第４号）により、区市町村に通知する。 

２ 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の

交付の申請に係る事項について修正を加え、補助金の交付決定をすることができる。 

３ 知事は、第１項の交付決定の通知に際し、交付の目的を達成するために必要があると

きは、条件を付すものとする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第９条 区市町村は、前条の交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があり、

補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、その交付決定の通知を受けた日から起

算して１４日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は

なかったものとみなす。 

 



 

 

（補助事業の変更） 

第１０条 区市町村は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、事業内容の変更前

に「東京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村補助）変更申請書」（別紙様式５

号）を知事に提出しなければならない。東京都は、当該内容を審査し、適当と認めた

事業は承認を行い、これを取りまとめて公表するものとする。 

なお、上記変更申請書の提出にあたって、労働力確保事業の場合は、変更後の「労

働力確保事業計画書」を、処遇改善事業の場合は、変更後の「処遇改善事業計画書」

を添付すること。 

２ 前項の補助事業の変更とは、次に掲げるとおりとする。 

(1) 新たに個々の補助事業を計画するとき。 

(2) 個々の補助事業を中止又は廃止するとき。 

(3) 個々の補助事業の規模が増減するとき。 

 

（補助金の追加交付） 

第１１条 区市町村は、補助金の追加交付を受けようとするときは、追加する事業の実施

前に「東京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村補助）補助金追加交付申請書」（別

紙様式第６号）を知事が別に定める日までに提出しなければならない。東京都は、当

該内容を審査し、適当と認めた事業は承認を行い、これを取りまとめて公表するもの

とする。 

なお、上記交付申請書の提出にあたって、労働力確保事業の場合は、「労働力確保

事業計画書」及び区市町村の歳入歳出予算（見込）書の抄本を、処遇改善事業の場合

は、「処遇改善事業計画書」及び区市町村の歳入歳出予算（見込）書の抄本を添付す

ること。 

２ 前項の追加交付申請を承認した場合の交付決定は、第８条各項の規定を準用する。 

 

（事故の報告） 

第１２条 区市町村は、個々の補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに知事に

報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１３条 区市町村は、個々のすべての補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、

関係書類を添えて「東京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村補助）中止（廃止）

承認申請書」（別紙様式第７号）を知事に提出しなければならない。東京都は、当該

内容を審査し、適当と認めた事業は承認を行い、これを取りまとめて公表するものと

する。 

 

（補助事業の実績報告） 

第１４条 区市町村は、補助事業がすべて終了したとき又は各年度末日を経過したとき

は、「東京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村補助）実績報告書」（別紙様式

第８号。以下「実績報告書」という。）を補助事業終了の日から２０日以内に知事に



 

 

提出しなければならない。前条により補助事業を中止又は廃止したときも、また同様

とする。 

なお、実績報告書の提出にあたって、労働力確保事業の場合は、「東京都地域人材

確保・育成支援事業（区市町村補助・労働力確保事業）実績報告書」（別紙様式第８

号別紙１の１）及び事業経費の支出状況を明らかにする書類を、処遇改善事業の場合

は、「東京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村補助・処遇改善事業）実績報告

書」（別紙様式第８号別紙１の２）及び事業経費の支出状況を明らかにする書類を添

付すること。 

 

（補助金の額の確定） 

第１５条 知事は、前条の規定による実績報告書を受けた場合は、当該報告に係る補助事

業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合するものであるかを審

査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「東京都地域人材確

保・育成支援事業（区市町村）補助金確定通知書」（別紙様式第９号。以下「確定通知

書」という。）により、区市町村に通知する。 

 

（補助金の支払等） 

第１６条 知事は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を支払うものと

する。ただし、補助金の交付決定後に補助事業の実施に必要があると認めたときは、

概算払をすることができる。 

２ 区市町村は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、「東京都地

域人材確保・育成支援事業（区市町村）補助金請求書」（別紙様式第 10 号）を知事に

提出しなければならない。 

３ 区市町村は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による確定通知書の受領後、

「東京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村）補助金精算書」（別紙様式第 11 号）

を知事に提出し、速やかに補助金を精算しなければならない。 

 

（補助金の経理等） 

第１７条 区市町村は、補助事業の経理にあたっては、第３条に定める事業ごとに会計帳

簿を備え、他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、使途を明らかにして

おかなければならない。 

２ 区市町村は、前項の経理処理を行う場合は、その支出内容を証する書類を整備して、

会計帳簿とともに補助事業の完了した日（第１３条により補助事業の中止又は廃止の承

認を受けた場合等を含む。）の属する会計年度の終了後５年間、保存しておかなければ

ならない。 

 

（事業実施状況報告等） 

第１８条 区市町村は、上下半期（９月及び３月）に終了した補助事業について、「東

京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村補助）実施状況報告書」（別紙様式第 12

号）を当該上下半期の末月の翌月 20 日までに、知事に提出しなければならない。 



 

 

なお、上記状況報告書の提出にあたって、労働力確保事業の場合は、「東京都地域

人材確保・育成支援事業（区市町村補助・労働力確保事業）実施状況報告書（別紙様

式第 12 号別紙１の１）を、処遇改善事業の場合は、「東京都地域人材確保・育成支援

事業（区市町村補助・処遇改善事業）実施状況報告書（別紙様式第 12 号別紙１の２）

を添付すること。 

２ 知事は、前項の報告に加えて、必要に応じて、補助事業の実施状況等について、区市

町村に対して報告を求めることができる。 

 

（補助事業の検査） 

第１９条 知事は、補助事業の適正を期するため必要があるときは、区市町村に対し報告

を求め、又は東京都担当職員に委託先事業場に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

（是正のための措置） 

第２０条 知事は、第１４条の規定による実績報告の審査又は前条の規定による検査等に

より、この交付要綱の内容や事業に付した要件等に適合しない事実が明らかになった場

合には、適合させるための措置を命ずることができる。 

 

（交付決定の取消等） 

第２１条 知事は、第１３条の補助事業の中止若しくは廃止の承認申請があった場合、又

は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 補助事業に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をしたとき。 

(4) その他、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に違反したと

き。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 

 

（補助金の返還） 

第２２条 知事は、前条に規定する交付決定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補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の

全部又は一部の返還を命ずる。 

２ 知事は、第１５条により区市町村に交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付して当該超える額の返還

を命ずる。 

３ 知事は、前２項に基づき返還すべき額がある場合は、「東京都地域人材確保・育成支

援事業（区市町村）補助金返還命令通知書」（別紙第 13 号様式）により、区市町村に

通知する。 



 

 

４ 前項の補助金の返還期限は、当該返還を命令された日から起算して２０日以内とし、

返還に係る手続は、所定の納付書により、その期日及び場所を指定して行う。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２３条 区市町村は、第２１条第１号から第４号までに該当し、前条第１項により当該

補助金の返還を命じられたときは、当該補助金を受領した日から返還までの日数に応

じ、当該補助金の額につき年１０．９５％の割合で計算した違約加算金（１００円未満

の場合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 区市町村は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しな

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１

０．９５％の割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければ

ならない。 

 

（事業の上積み） 

第２４条 区市町村は、自らの財源により、第５条に定める事業計画に上積みができる

ものとする。 

 

（併給調整） 

第２５条 委託事業を行う企業等に対する委託費に関して支給される国や都などから

の各種助成金を受給する場合は、その受給部分を控除した部分について、この補助金

の対象とする。 

 

（委託事業の受託者） 

第２６条 委託事業は、第４条に規定する企業等であっても、宗教活動や政治活動を主

たる目的とする団体、東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号）に規

定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者の統制下にある団体には委託できないもの

とする。 

 

（委託契約等） 

第２７条 委託契約の実施に際しては、区市町村の契約関係規程等に基づくほか、仕様

書等に次の(1)に掲げる事項を加え、また、必要に応じて仕様書等に(2)の事項を加え

ることとする。 

(1) 仕様書等に記載する事項 

ア この委託業務は、交付要綱に基づき実施するものであり、交付要綱の内容や趣

旨に合致したものとすること。 

イ 受託者は、「東京都地域人材確保・育成支援事業（区市町村補助）委託契約等

の計画書」（以下「計画書」という。）を作成及び提出し、委託者の承認を受け

なければならない。 

ウ 受託者は、計画書の作成に際して、委託者の指示に基づき、次の様式を使用す

ること。 



 

 

（ア）労働力確保事業 第 14 号様式の１及び同様式の１別紙 

（イ）処遇改善事業  第 14 号様式の２及び同様式の２別紙 

エ 人件費等の経費は、労働条件、市場実勢等を踏まえ、適切な水準とすること。 

オ  受託者は、作成した計画書に記載した事項を達成するよう努めるとともに、

計画達成のために委託者から指導等があった場合にはこれに従うこと。 

カ 受託者は、事業の完了届の提出にあわせ、「東京都地域人材確保・育成支援事

業（区市町村補助）委託契約等の実績報告書」（以下「実績報告書」という。）

を提出しなければならない。 

キ 実績報告書は、次の様式を使用すること 

（ア）労働力確保事業 第 15 号様式の１及び下記添付書類 

（添付書類） 

Ａ 事業費・人件費等の内訳（例 契約台帳・賃金台帳、経理状況の分か

るもの（写）） 

Ｂ 雇用・就業者数（内訳も含む）が確認できる書類・記録等（任意様式） 

Ｃ 人材育成及び就業支援の実施状況が確認できる書類・記録等（任意様

式） 

（イ）処遇改善事業  第 15 号様式の２及び下記添付書類 

（添付書類） 

      Ａ 処遇改善の内訳、事業所数の実績が確認できる書類・記録等（任意様

式）  

ク  受託者が事業の実施にあたり前記各号の規定に反した場合には、委託者は、

委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有するものであること。 

ケ  第１９条の規定に基づき、補助事業の適正を期する必要があるときは、東京

都担当職員が受託者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件検査を行い、若

しくは関係者に質問することがあること。 

(2) 必要に応じて仕様書等に記載する事項 

概算払により受託者に交付した委託費に残額が生じたとき、又は、委託費によ

り発生した収入があるときは、受託者は委託者に対し、これを返還しなければな

らないこと。 

 

（事業実施に係る注意事項） 

第２８条 各事業の実施について、次の事項に注意して実施するものとする。 

(1) 公務員の退職者対策のための事業とならないようにすること。 

(2) 就業希望者が、当該雇用期間終了後において安定した雇用・就業につながるよう配

慮すること。 

 

（その他） 

第２９条 平成２７年４月１日以降に開始された補助事業について、補助金を活用できる

ものとする。この交付要綱に定めるもののほか、補助事業に関し必要な事項は、別に定

める。 



 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第３条２項関係） 

 メニュー 

(対象・目的等) 

分類 内容例 

１ 女性活躍推進 労働力確保事業 女性の活躍推進を目的に、出産・育児等により離職したが、地域で

の再就職を希望する女性に対して研修等による人材育成を実施の

上、地域の中小企業とマッチングを行い就業に繋げる事業 

２ 女性活躍推進 処遇改善事業 出産や育児等を理由とする女性従業員の離職率低下を図りた

い、優秀な女性がもっと活躍できるようにしたい、といった女

性の活躍推進を目的とした処遇改善を行うことにより地域中小

企業の活性化に繋げる事業 

３ 働き方改革（生

産性向上） 

処遇改善事業 長時間労働の削減による従業員の離職率低下や、生産性向上に

よる売上拡大（経費低減）を通じた従業員の賃金アップ、短時

間正社員制度等多様な働き方の導入等により、処遇改善を目的

とした働き方改革（生産性向上）を通じて地域中小企業の活性

化に繋げる事業 

４ 未就職若年者

の就業 

労働力確保事業 大学等を卒業したが未就職の若年者に対して企業等と連携して行

う職場体験等により、地域の企業等での就業に繋げる事業 

５ 若者無業者の

就業 

労働力確保事業 地域の若者就労支援施設等と連携して若年無業者を掘り起し、人材

育成を行った上、地域の企業等での就業に繋げる事業 

６ 非正規雇用者

の就業 

労働力確保事業 非正規で働く者に対し、研修等による人材育成を実施の上、地域の

企業等における正規雇用での就業を目指す事業 

７ 高齢者の就業 

 

労働力確保事業 会社を定年退職したがまだまだ働きたいと考えている者や、今後の

生きがいを見つけて生涯現役で働きたいと考えている高齢者に対

し、人材育成を実施の上、地域の企業等での就業に繋げる事業 

８ 障害者の就業 労働力確保事業 地域の中小企業で働きたいと考える障害者に対して、就職セミナ

ー、職場実習、模擬面接会等の人材育成、就業支援を行うとともに、

障害者を雇用したいと考える企業に対して障害者雇用セミナー等

を実施した上、障害者と企業とをマッチングさせて就業に繋げる事

業 

９ 地元企業の人

材確保（地元人

材活用） 

労働力確保事業 人材不足に悩む地元の中小企業等に対し、採用支援等を行いなが

ら、地元企業での就業を目指す就業希望者に対し人材育成を行った

上、就業支援を行い、地元企業等での就業に繋げる事業 

10 

 

地元企業の人

材確保（他地域

人材活用） 

労働力確保事業 人材不足で地元での人材確保が困難な中小企業等に対し、採用支援

等を行いながら他地域から地元企業での就業を目指す者等を掘り

起し、人材育成を行った上、就業支援を行い地元企業等での就業に

繋げる事業 



 

 

11 

 

地域の中小企

業全般又は特

定産業の中小

企業の処遇改

善 

処遇改善事業 若手従業員の離職率の低下を図りたい、販路拡大による売り上げ向

上等により従業員の賃金上昇を図りたい、非正規従業員の正規化を

図りたいといった、地域の中小企業全般や特定産業・業界の中小企

業が多く持つ課題を解決し、地域の中小企業の従業員の処遇改善を

図る事業 

 

（補足） 

・複数のメニューを組み合わせて実施することも可能（例 女性と若者の就労支援事業。また、労働力確保

事業と処遇改善事業のメニューを組み合わせることも可能） 

・処遇改善事業の場合、定着率向上、賃上げ、非正規従業員の正規化のうち、１つ以上の目標設定が必要 

 


