
令和 4 年度 集団指導 <共通> 

介護サービス情報の公表制度について 

１ 介護サービス情報の公表の趣旨 

（１）この制度は、介護保険事業者が実際に提供しているサービスの状況などを県（情報公表セン 

ター）に報告し、その内容を専用のシステムによりＷＥＢ上で公表するものです。公表される 

情報により、利用者やその家族、ケアマネジャーなどが事業所の現況を比較検討し、その中か 

ら利用者（自分）に合った事業所を適切に選択することができるよう支援することが本制度の 

目的です。 

 

 

 

 

（２）事業者が知事に報告し、公表する情報は、基本情報と運営情報があります。基本情報は、職 

員の体制、サービス提供時間など基本的な事実情報で、運営情報は、介護サービスに関するマ 

ニュアルの有無、サービス提供内容の記録の有無など介護サービスに関する具体的な取組みの 

情報です。 

 

２ 公表の対象となる事業所 

（１）公表の対象となるサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに 

限る）、介護予防支援については、公表の対象ではありません。 

 

（２）公表の対象となる事業所の要件 

上記（１）に掲げるサービスで、次のいずれかに該当する事業所が対象となります。 

① 毎年４月１日（以下「計画の基準日」という。）時点で指定を受けており、前年度に介護報酬の 

支払いを受けた額（利用者の１割負担も含む）が 100 万円を超える事業所 

介護保険法第 115 条の 35（介護サービス情報の報告及び公表）における規定の概要 

１ 介護サービス事業者は、都道府県知事に厚生労働省令で定める情報を報告しなければならない。 

２ 都道府県知事は、当該報告を受理した後、その内容を公表しなければならない。 

◇訪問介護 ◇訪問入浴介護 ◇介護予防訪問入浴介護 ◇訪問看護 

◇介護予防訪問看護 ◇訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ◇介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ◇通所介護 ◇地域密着型通 

所介護（療養通所介護含む） 

◇認知症対応型通所介護 ◇介護予防認知症対応型通所介護 ◇通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ◇介護予防通所ﾘﾊ 

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ◇居宅介護支援 ◇介護老人福祉施設 ◇短期入所生活介護 

◇介護予防短期入所生活介護 ◇介護療養型医療施設（定員８人以下を除く）◇介護医療院 

◇短期入所療養介護※１ 

◇介護予防短期入所療養介護※１ ◇介護老人保健施設 ◇特定施設入居者生活介護※２ 

◇介護予防特定施設入居者生活介護※２ ◇福祉用具貸与 ◇介護予防福祉用具貸与 ◇特定福祉用

具販売 ◇特定介護予防福祉用具販売 ◇定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ◇夜間対応型訪問介護 

◇小規模多機能型居宅介護 ◇介護予防小規模多機能型居宅介護 ◇認知症対応型共同生活介護 

◇介護予防認知症対応型共同生活介護 ◇地域密着型特定施設入居者生活介護※２ 

◇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ◇複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

※１ 療養病床以外の病床を有する診療所が行うものについては、公表の対象となりません。 

※２ 有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅を含む）、軽費老人ホームに限ります。 
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② 計画の基準日以降に、新たに公表対象サービスの指定を受け、サービスを提供する事業所 

（ただし、２月２日から３月末日までの間に指定を受けた事業所は、当該年度の公表（報告）の対 

象とならず、翌年度の新規事業所扱いになります。） 

③ 上記①、②のいずれにも該当しないが、任意で公表することを申し出た事業所 

 

（３）複数の事業所を運営している場合の取扱い 

① 同一の法人が複数の事業所を運営している場合であっても、指定を受けた事業所毎に上記（２） 

の要件を満たすかどうかを判断し、事業所単位で公表します。この場合、次の３で説明する手数 

料についても、事業所毎に負担していただきます。 

② ただし、同一の法人が、同一事業所又は同一の施設において、下記の「一体的な報告の対象と 

なる介護サービス一覧」に掲げる組み合わせの複数の介護サービスを運営している場合につい 

ては、いずれかのサービスが上記（２）の要件を満たすかどうかを判断し、一つでも要件を満 

たすものについては、その組み合わせ全てのサービスを報告しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一体的な報告の対象となる介護サービス一覧】 

①訪問介護＋夜間対応型訪問介護 ②訪問入浴介護＋介護予防訪問入浴介護 

③訪問看護＋介護予防訪問看護＋療養通所介護 ④訪問リハビリテーション＋介護予防訪問リハビ

リテーション 

⑤福祉用具貸与+介護予防福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋特定介護予防福祉用具販売 

⑥通所介護＋地域密着型通所介護＋認知症対応型通所介護＋介護予防認知症対応型通所介護 

⑦通所リハビリテーション＋療養通所介護＋介護予防通所リハビリテーション 

⑧特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホー 

ム）＋地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） ※外部サービス利用型含む 

⑨特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホー 

ム）＋地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム） ※外部サービス利用型含む 

⑩特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）＋介護予防特定施設入居者生活介護 

（サービス付き高齢者向け住宅）＋地域密着型特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住 

宅） ※外部サービス利用型含む 

⑪介護老人福祉施設＋地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護＋短期入所生活介護＋介護予防 

短期入所生活介護 

⑫介護老人保健施設＋短期入所療養介護（介護老人保健施設）＋介護予防短期入所療養介護（介護老

人保健施設） 

⑬介護療養型医療施設＋短期入所療養介護（介護療養型医療施設）＋介護予防短期入所療養介護（介 

護療養型医療施設） 

⑭介護医療院＋短期入所療養介護（介護医療院）＋介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 

⑮小規模多機能型居宅介護＋介護予防小規模多機能型居宅介護 

⑯認知症対応型生活共同介護＋介護予防認知症対応型生活共同生活介護 

⑰訪問介護＋定期巡回・随時対応型訪問介護看護＋介護予防訪問介護 

⑱定期巡回・随時対応型訪問介護看護＋夜間対応型訪問介護 

⑲訪問看護＋定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型に限る)＋介護予防訪問看護 

⑳訪問看護＋複合型サービス＋介護予防訪問看護 

  小規模多機能型居宅介護＋看護小規模多機能型居宅介護＋介護予防小規模多機能型居宅介護 21 
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３ 事業者が負担する費用 

情報を公表するための「公表手数料」をお支払いいただきます。手数料の額は、山形県手数料条例 

(平成 12 年３月山形県条例第８号)により定められています。 

 

（１）手数料額（消費税非課税） 

区 分 手数料 

公表手数料 ５，５００円 

① 同一法人が、同一所在地において、前述の「一体的な報告の対象となる介護サービス一覧」に 

掲げる組み合わせで複数の介護サービスを運営している場合の公表手数料は、組み合わせ１件ごとに 

５，５００円です。 

② 「同一所在地」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 

ア 番地がまったく同じであること。 

イ 番地が異なっていても、隣接又は同一敷地内にあること。（ここでいう「同一敷地内」とは、 

公道を挟んで向かい側にある場合も「同一敷地内」とみなします。 

なお、事業所との間に他の建物が存在する場合は、近くにあっても「同一敷地内」とはみなしません。） 

ウ ただし、同一法人が、同一市町村内で、介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設を 

密接な連携を確保しつつ運営している場合は、同一地番又は隣接等の関係になくとも、併せ 

て１件とみなします。 

 

（２）特別減額措置 

同一法人が同一所在地で次の組み合わせの複数サービスを実施している場合、Ｂの併設サービスの 

公表手数料は３，０００円です。 

本体サービス Ａ 併設サービス Ｂ 備 考 

特定施設入居者生活介護 短期入所生活介護 Ｂの利用定員がＡの利用 

定員の 1/6 以下に限る 介護老人保健施設 〃 

認知症対応型共同生活介護 認知症対応型通所介護 ＢはＡの共用型に限る 

 

４ 指定情報公表センター 

指定情報公表センターとは、県に代わって公表などの計画の作成、事業者からの介護サービス情報

（基本情報、運営情報）の報告の受理及び専用システム上での公表などの事務全体を管理運営する法

人として、県が指定した機関です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本制度に関する担当機関一覧】 

◎山形県健康福祉部高齢者支援課 事業指導担当 

所在地:山形市松波 2－8－1 TEL:023－630－3359 FAX:023－630－3321 

◆制度全般に関すること ◆手数料の額に関すること ◆年間計画に関すること 

◆指定情報公表センターに関すること ◆その他（相談、苦情等） 

山形県ＨＰアドレス 

https://www.pref.yamagata.jp/090002/kenfuku/koreisha/kaigo/jigyosyayou2.html 

※ 上記ページから、事業者向けのページ「介護サービス事業所の方はこちらから」にアクセスして 

ください。報告に係る説明、手数料、年間計画などを掲載しています。 
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５ 制度のしくみ及び手続き 

（１）年間計画の策定 

① 県は、毎年、事業所毎に介護サービス情報の報告を行う月など、当該年度の年間計画（以下「年間 

計画」という。）を策定し、県のホームページにより公表します。 

② 県は、当該計画に規定される報告について、正当な理由があると認める場合には、年間計画を変更 

し又は報告を免除します。 

※ 年間計画は、新規事業所の追加、報告対象事業所の休止・廃止、法人名・事業所名の変更等の関係 

で、原則として毎月更新（変更）されます。 

（２）報告の通知及び公表手数料の納付 

① 報告月の前月中に、指定情報公表センターから事業所あてに報告等に関する通知を行います。 

② 同時に、公表手数料の納付書についても送付します。 

（３）専用のホームページによる公表 

事業所から報告のあった情報について、原則として報告月の翌月に、専用のページで公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 新たにサービスを提供しようとする新規事業所の手続き等 

（１）報告すべき内容は、基本情報のみとなります。 

（２）報告に関する通知、手数料納付に関する通知については、指定情報公表センターから送付 

します。 

（３）指定年度において支払いを受けた介護報酬の額が 100 万円を超えない場合は、翌年度の公 

表等の義務はなく、年間計画には含まれません。この場合、指定年度に報告した基本情報 

項目については、引き続き公表されます。 

（４）既に、当該年度の年間計画に「一体的な報告の対象となる介護サービス一覧」の組み合わ 

せとなる他のサービスがあり、既に公表済みの場合は、基本情報のみ報告いただき、公表 

手数料を納付いただく必要はありません。（例:訪問入浴介護のみ先に指定を受け、公表済 

の事業者が、後日介護予防訪問入浴介護の新規指定を受けた場合、基本情報のみの報告で可。） 

（５）法人名が変更された場合は、指定上の取扱いは「新規」「廃止」となりますが、公表制度 

上は、法人名が変更されたとしても、事業内容に変更がない場合は、引き続き公表の対象 

事業所として取り扱います。 

  

【指定情報公表センター】 

◎特定非営利活動法人エール・フォーユー （指定期間：R3.4.1～R6.3.31） 

所在地：山形市小白川町２－３－３１TEL:023－673－9033  FAX:023－673－9012 

◆報告内容の入力方法や報告の仕方に関すること ◆手数料の納付に関すること 

【（全国）介護サービス情報の公表専用ホームページアドレス】 

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 

※ 山形県ホームページからもアクセス可能です。 

山形県ホームページ » 組織で探す » 健康福祉部 » 高齢者支援課 » 事業指導担当» 介護サー 

ビス情報の公表制度について » 「介護サービス事業所を検索したい方はこちらから」 をクリック 
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７ 休止している事業所の手続き等 

計画の基準日現在において事業を休止している事業所は、５月末日までに作成される年間計画には 

含まれません。なお、休止事業所の公表に係る基本的な取扱いは、次のとおりです。 

（１）前年度の介護報酬受領額が 100 万円以下の事業所が計画の基準日に休止中の場合、当該年度中 

に事業を再開しても、当該年度の報告・公表の対象にはなりません。 

（２）前年度の介護報酬受領額が 100 万円を超える事業所（以下「公表の対象事業所」）が計画の基準 

日に休止中であり、当該年度中に事業を再開する場合は、当該年度の報告・公表の対象になり 

ます。（ただし、事業の再開の日が２月２日以降の場合は、当該年度の報告・公表の対象にはな

りません。） 

（３）計画の基準日時点で事業を行っている公表の対象事業所が、年間計画に定められる「情報を報 

告するべき月」までに休止し、当該年度の２月１日までに事業を再開した場合は、当該年度の 

報告・公表の対象になり、２月２日から３月末日までの間に再開した場合又は当該年度中には 

再開しない場合は、当該年度の報告・公表の対象にはなりません。（介護サービス情報を報告 

（公表）した後に休止する場合は、関係ありません。） 

（４）上記（２）、（３）の場合（計画の基準日に休止しているか、年度中に一度でも休止した事業所 

が当該年度の報告（公表）の対象になる場合）は、原則として、計画の最後（２月か３月）に 

位置付けたうえで、報告を行っていただくことになります。 

 

８ 公表の申し出を行う事業所の手続き 

公表の対象とならない事業所が情報を公表したい場合は、指定情報公表センターに申し出ていただ 

くことにより、可能とします。この申し出については、随時受け付けます。 

 

９ 報告（公表）内容の変更に係る手続き 

介護サービス情報の公表制度により報告・公表された情報は、原則として、次に情報が更新される 

（次回の報告）までその内容は変わりません。 

しかし、変更されたにもかかわらずそのままの情報を掲載し続けることの支障が大きい項目、例え 

ば事業所名、事業者（法人）名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号等については、更新される前であって 

も内容を修正することができます。 

基本情報報告内容変更申出書（県ホームページに様式を掲載）に必要事項を記載のうえ、指定情報 

公表センターに提出してください。 

なお、事業所名、事業者（法人）名、住所については、当該変更申出書を提出しなくても、県総合 

支庁（地域密着型サービス、居宅介護支援の場合は市町村）に当該項目の変更に係る変更届出書を提

出することで事足りますので、当該変更申出書の提出は不要です。 



令和４年度 
山形県介護職員初任者研修受講支援事業費補助金の手引き  

１ 事業概要 
無資格かつ介護業務従事歴３年未満の職員が、介護職員初任者研修（以下「初任者

研修」という）を修了し、その費用を法人が負担した場合に、当該法人に費用の一部

を補助します。  
２ 補助の内容 
《補助対象》 
  介護保険サービス事業を行う法人（以下「対象法人」という。） 

  ※受講者個人への補助ではありません。 

《補助の内容》 
  対象法人が行う介護保険サービス事業に従事する者で、以下の要件全てに該当す

る者が介護職員初任者研修を受講し、修了した場合、研修受講料及びテキスト代の

1/2の額を助成します。 

【要件】 

①  介護保険サービス従事経験年数が３年未満の者(他法人での従事年数も含む) 

②  介護福祉士、社会福祉士及び介護支援専門員の資格を有していない者で、且

つ、実務者研修修了者及び初任者研修修了者（ヘルパー１級・２級、介護職員

基礎研修含む）でない者 

③  令和４年４月１日から令和５年２月 28日までに初任者研修を修了した者 

④ 上記①～③の全てに該当する従事者の初任者研修の受講料及びテキスト代を

法人が支払っていること。ただし、従事者個人が研修機関に受講料等を支払っ

ている場合でも、法人が当該従事者に受講料等を支払っていれば補助対象とな

る。 

⑤ 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助して

いる経費でないこと。 

《補助率等》 
 ・受講料及びテキスト代の 1/2を補助 

・職員１人あたりの上限は６万円 

 ・１法人につき５人まで申請可能 

（５人までなら、一度に申請しても、複数回にわたって申請しても構いません）     



３ 補助金の申請～交付の流れ等 
本補助金は、予算の範囲内で、申請書を受理した順に交付決定を行います。 

《申請～交付の流れ》 
①【法人（受講者）】介護職員初任者研修を受講・修了 

②【法人】交付申請書を提出 

③【県】交付申請書受理、毎月末に１月分の交付申請をとりまとめ、翌月に審査を

行い、申請法人あてに交付（不）決定通知発出 

④【県】交付申請の翌月中旬を目処に補助金振込み  
４ 交付申請手続き 
《交付申請の受付期間》 
令和４年４月１日（金）から令和５年３月 10日（金）まで 

※初任者研修は２月 28日（火）までに修了する必要があります。 

《交付申請書類》 
① 補助金交付申請書 

② 補助金所要額調書（別記様式第１号） 

③ 在職及び職歴証明書（別記様式第２号） 

④ 初任者研修修了証書の写し 
⑤ 法人が受講料等を支払ったことが確認できる領収書等の書類。受講者本人が受

講料等を支払った場合は、受講者が研修機関へ支払ったことが確認できる書類及

び補助事業者が受講者に対し受講料等を支払ったことが確認できる書類としま

す。 
⑥ 【該当する法人のみ】消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（別記様式
３）※該当する場合は、手続きが煩雑になりますので、下記問合せ先記載の担当ま

で予めご連絡ください。 
《申請書の提出先》 
 〒990-8570 山形市松波２-８-１ 

 山形県健康福祉部高齢者支援課 初任者研修補助金担当  
５ その他 
本補助金の詳細については、「令和４年度山形県介護職員初任者研修受講支援事業実

施要綱」及び「令和４年度山形県介護職員初任者研修受講支援事業費補助金交付要綱」

をご覧ください。 

なお、これらの要綱及び様式は、県ＨＰに掲載しています。  
問合せ先 
 山形県健康福祉部 高齢者支援課 介護人材育成担当  

TEL：023-630-2189 

 



詳しくは厚生労働省ＨＰのＱ&Ａ
（項目「５労災補償」）をご覧ください▶

業務によって感染した場合、

労災保険給付の対象となります

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

■感染経路が業務によることが明らかな場合

■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、

それにより感染した蓋然性が強い場合

※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、

業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

■症状が持続し（罹患後症状があり）、療養等が必要と認められる場合

も保険給付の対象

対象となるのは？

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

労災保険の種類

業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇
用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明である
ことなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準
監督署にご相談ください。

療養補償給付

①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい
後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

休業補償給付

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日：休業４日目から
■給付額：休業１日あたり給付基礎日額の８割（特別支給金２割含む）
＊原則として「給付基礎日額」は発症日直前３か月分の賃金を暦日数で割ったものです

遺族補償給付

業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、
遺族補償一時金などを受け取ることができます。

■お問い合わせは、お近くの労働局・労働基準監督署へ ▶

（2021.12）











































詳しくは県ホームページ☞ 山形県 賃金向上推進事業 検索

R4.4.1

し

＜お問合せ先＞

〒990-8570 山形県山形市松波二丁目８番１号

山形県産業労働部雇用・産業人材育成課 働く女性サポート室

電話 023－630－3245 FAX 023－630－2376

山形県は、女性の賃金向上のため、女性非正規雇用労働者の所得向上を

支援します。

（申請期限）

令和4年4月１日から令和4年9月30日までの改定 令和４年11月７日（月）必着

令和４年10月１日から令和５年１月31日までの改定 令和５年３月６日（月）必着

事業者の皆様へ

対象事業者 山形県内の中小企業等又は社会福祉法人

支給の要件 ・令和４年４月１日から令和５年１月31日の間に事業所内の非正規雇用労働者

の時給を1回当たりの改定で３０円以上増額

ただし、令和４年度山形県最低賃金発効日以降の改定の場合、改定前の時給が

令和４年度山形県最低賃金の額以上であること

・増額改定後１か月以上継続して雇用

・本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険

適用事業所

対象労働者 ・５０歳未満の女性非正規雇用労働者

・山形県内の事業所に勤務し、山形県内に住所がある

・事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の３親等以内の親族でない

※国の「業務改善助成金」との併給はできません

支給額 ３万円／人

（１事業者あたりの支給上限額）

＜賃金アップコース＞

業 種 等 上限額

製造業、社会福祉法人 20人まで 60万円

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業 10人まで 30万円

その他 5人まで 15万円

賃金向上推進事業支援金
（賃金アップコース）

事業所内の非正規雇用労働者の所定労働時間１時間あたりの賃金（時給）を

３０円以上増額改定した場合に支援金を支給します。

令和４年度

拡充しました！

拡充

裏面もご確認ください

拡充

https://4.bp.blogspot.com/-wWt3PGP6hhg/W_O3T1JVlDI/AAAAAAABQS8/QUIwfZdAO1YTgwEfIdVyukAsYCVUjkTNwCLcBGAs/s800/job_jimu_woman.png
https://4.bp.blogspot.com/-wWt3PGP6hhg/W_O3T1JVlDI/AAAAAAABQS8/QUIwfZdAO1YTgwEfIdVyukAsYCVUjkTNwCLcBGAs/s800/job_jimu_woman.png
https://2.bp.blogspot.com/-i4RqiC2MuIE/VyNdaGY42SI/AAAAAAAA6NY/SsabgeaazXsEjNJPBmI9M8b_Rf-8ZRT0gCLcB/s800/job_koujou_woman.png
https://2.bp.blogspot.com/-i4RqiC2MuIE/VyNdaGY42SI/AAAAAAAA6NY/SsabgeaazXsEjNJPBmI9M8b_Rf-8ZRT0gCLcB/s800/job_koujou_woman.png
https://1.bp.blogspot.com/-tmb_OgJg7VM/UZB7gJs_kZI/AAAAAAAASEQ/0kGH12E0mBg/s800/job_izakaya.png
https://1.bp.blogspot.com/-tmb_OgJg7VM/UZB7gJs_kZI/AAAAAAAASEQ/0kGH12E0mBg/s800/job_izakaya.png


（提出書類）

＊山形県賃金向上推進事業支援金（賃金アップコース）支給申請書（様式第１号）

＊支給対象労働者の内訳（様式第１号-１）

＊増額改定前・後それぞれの労働条件通知書又はそれに準ずる書類の写し

＊増額改定前・後それぞれ1か月の出勤簿（タイムカード等）

＊増額改定前１か月・改定後１か月分の記載がある賃金台帳の写し

＊賃金増額確認書（賃金アップコース）（様式第２号）

＊雇用保険適用事業所設置届又は労働保険概算・確定保険料申告書（直近）等の写し

＊誓約書（様式第３号）

＊通帳の写し（金融機関、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが確認できるページ）

（注意事項）

R4.4.1～発効日前日

822円以上から３０円以上増額した場合に支援金の対象となります。

発効日以降

（822+最賃引上げ額）円以上から３０円以上増額した場合に支援金の対象となります。

事例： 令和４年度の最低賃金が、令和４年１０月２日を発効日として２５円引上げの847円と

なった場合の例（実際の発効日はご確認ください。）

30円UP

最低賃金

822円

（令和３年度最低賃金）

4/1

10/2 令和４年度最低賃金発効日

30円UP

852円

847円

（令和４年度最低賃金）

A業者（〇）

822円→852円

5/1昇給

30円UP

852円

877円

30円UP

Ｄ業者（〇）

847円→877円

10/2昇給

877円

Ｅ業者（〇）

847円→877円

11/2昇給

B業者（〇）

822円→852円

10/1昇給

860円

10/1

C業者（×）
830円→860円
10/2昇給

注

30円UP



詳しくは県ホームページ ☞ 山形県 賃金向上推進事業 検索

R4.4.1

し

＜お問合せ先＞

〒990-8570 山形県山形市松波二丁目８番１号

山形県産業労働部雇用・産業人材育成課 働く女性サポート室

電話 023－630－2439 FAX 023－630－2376

山形県は、女性の賃金向上のため、女性の非正規雇用労働者の正社員化を

支援します。

事業者の皆様へ

対象事業者 山形県内の中小企業等又は社会福祉法人

支給の要件 ・令和４年４月１日から令和４年11月30日の間に事業所内の非正規雇用

労働者を正社員に転換

・正社員転換後３か月以上継続して雇用

・正社員転換後の賃金を転換前より引き上げている

・本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用

保険適用事業所

対象労働者 ・正社員に転換された５０歳未満の女性正規雇用労働者

・山形県内の事業所に勤務し、山形県内に住所がある

・事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の３親等以内の親族でない

※国の「業務改善助成金」との併給はできません

＜正社員化コース＞

賃金向上推進事業支援金
（正社員化コース）

事業所内の非正規雇用労働者を正社員に転換した場合に支援金を支給します。

さらに、対象労働者が就職氷河期世代（※裏面）に該当する場合、加算金が上

乗せになります。

加算額 10万円／人

支給額 10万円／人 （１事業者あたり最大５人まで）

（申請期限）

令和4年4月１日から令和4年7月31日までの転換 令和４年11月７日（月）必着

令和４年8月１日から令和4年11月30日までの転換 令和５年３月６日（月）必着

令和４年度

拡充しました！

拡充

拡充

裏面もご確認ください



（提出書類）

＊山形県賃金向上推進事業支援金（正社員化コース）支給申請書（様式第１号）

＊正社員転換前及び転換後の雇用契約書又はそれに準ずる書類の写し

＊正社員転換前１か月・転換後３か月分の出勤簿（タイムカード等）の写し

＊正社員転換前１か月・転換後３か月分の記載がある賃金台帳の写し

＊賃金増額確認書（正社員化コース）（様式第２号）

＊雇用保険適用事業所設置届又は労働保険概算・確定保険料申告書（直近）等の写し

＊誓約書（様式第３号）

＊通帳の写し（金融機関、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが確認できるページ）

（注意事項）

※就職氷河期世代とは、1993年（平成５年）から2004年（平成16年）に学校卒業期

を迎えた又は中退した世代としており、令和４年４月１日時点の年齢で、以下の方が

対象となります。

大学卒業者の場合 40歳から49歳

短期大学卒業者の場合 38歳から49歳

高校卒業者の場合 36歳から47歳

中学校卒業者の場合 33歳から44歳


