
雇用環境整備推進奨励金　よくある質問 H28.6.24現在

大項目 小項目 質問 回答

1 申請
事前エント
リー

事前エントリーで抽選に外れた場合、また次回の事前エ
ントリー受付日にエントリーを行わなければならないの
か。

再度エントリーをお願いします。

2 申請 提出書類
都内に複数の事業所がある場合、設置届は何を提出した
らよいか。

事業所ごとに手続きを行っている場合は、都内事業所分すべて
の提出をお願いします。

3 申請 提出書類
個人事業主の場合でも、印鑑登録証明書は必ず提出しな
ければならないのか。

提出をお願いします。なお、申請及び実績報告時の書類には登
録された印鑑を押印してください。

4 申請 提出書類
個人事業主で都外に居住している場合、都民税の納税証
明書又は領収書は提出できないが、この場合はどうすれ
ばよいか。

都外に居住している場合、都内事業所地について個人都民税の
支払いを確認します。なお、非課税の場合は非課税通知書等の
提出をお願いします。

5 申請 提出書類 個人都民税はいつ時点のものを提出すればよいか。

納税証明書の場合、申請時点で納税額が確定している直近の年
度のものを提出してください。（納税額が確定しているが一度
も支払っていない場合は前年度のものとしてください。）
領収書の場合、申請時点で納税額が確定している直近の年度に
ついて納期が到来したものをすべて提出してください。（納税
額が確定しているが一度も支払っていない場合は前年度のもの
としてください。）

6 申請 提出書類
一般事業主行動計画は申請時点で計画期間が終了してい
るものでもよいか。（Ａコース②、Ａコース③を実施す
る場合）

申請時点でとうきょう次世代育成サポート企業登録されている
ものの計画期間が終了している場合は、申請時点で計画期間内
となる一般事業主行動計画を策定し、変更申請を行う必要があ
ります。この場合は、奨励金の交付申請の際に変更申請に必要
な書類をあわせて提出してください。

7 申請 併給
厚生労働省のキャリアアップ助成金（処遇改善コース
（共通処遇推進制度））との併給は可能か。

Ｃコースを実施する場合、併給はできません。

8 申請 併給
厚生労働省のキャリアアップ助成金（処遇改善コース
（賃金テーブル改定））との併給は可能か。

賃金テーブルがあったとしても、格付け区分や昇格制度などが
ない場合には助成対象となります。よって併給も可能です。

9 申請 併給
厚生労働省のキャリアアップ助成金（正社員化コース）
やキャリアアップ助成金（人材育成コース）との併給は
可能か。

可能です。

10 申請 併給 厚生労働省の両立支援等助成金との併給は可能か。

Ｂコース①と介護支援取組助成金との併給はできません。ま
た、Ｂコース②で整備する制度は介護支援取組助成金にて整備
する（した）制度と同一内容の場合助成対象外となります。そ
の他助成金との併給については個別に労働相談情報センター・
事務所にお問い合わせください。

H28.6.24追記
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大項目 小項目 質問 回答

11 申請 サポート登録
Ａコースの①を実施しないで、Ａコースの②やＡコース
の③を実施する場合でまだとうきょう次世代育成サポー
ト企業登録を行っていない場合はどうしたらよいか。

申請時点で登録が完了していることが申請の要件となるため、
登録申請をできるだけ早く行ってください。なお、登録申請か
ら登録完了までには２～３週間かかります。登録申請の手続き
について不明な場合は、東京都労働相談情報センター（電話
03-5211-2248）へお問い合わせください。

12 申請 サポート登録
Ａコース②を実施する場合に申請時にサポート企業登録
の変更申請を行いたいが、どこに提出すればよいか。何
を提出すればよいか。

申請を担当する事務所にお願いします。なお、提出する書類は
次のとおりですが、不明点があれば東京都労働相談情報セン
ター(03-5211-2248)にお問い合わせください。
　・とうきょう次世代育成サポート企業登録変更申請書
　　《原本１部、写し２部》
　・申請書別紙（登録情報記入票）《電子データ》
　・一般事業主行動計画《電子データ》
　・一般事業主行動計画策定・変更届の写し《電子データ》

13
申請・
実績報告

記載方法
個人事業主の場合は、個人の住所地も記載しなければな
らないのか。

個人事業主の場合、個人に対して奨励金をお支払いすることに
なりますので、住民票に記載された住所もあわせて記載をお願
いします。（「企業等の所在地」の上に「個人の住所地」と記
載し、住民票の表記通りに記載をお願いします。）

14
申請・
実績報告

提出方法
複数社分の書類提出業務について委任を受けている場合
は、１事務所にまとめて提出してもよいか。

申請可能企業確定の連絡を行った際にお伝えした担当事務所に
それぞれ提出をお願いします。

15
申請・
実績報告

記載方法 企業等の所在地はどのように記載したらよいか。 登記簿どおりに記載をお願いします。

16
申請・
実績報告

記載方法
原本証明を別紙で提出する場合は何を記載したらよい
か。

・企業等の所在地、企業等の名称、代表者職・氏名
・原本の写しに相違ない旨の文書
・提出した写しの書類名
※必ず実印を押印してください。

17
申請・
実績報告

記載方法
原本証明して提出する書類が２枚以上にわたる場合、ど
のように原本証明を行なえばよいか。

①から③のいずれかの方法で原本証明を行ってください。
①それぞれに原本証明
②左側２か所をホチキスで綴じ、書類を開いた綴じ目のすべて
に割印を押印し、最終ページに原本証明をしてください。
③袋とじにして表面と裏面の帯部分にそれぞれ割印し、最終
ページに原本証明をしてください。

18
申請・
実績報告

記載方法 担当者は誰を記載したらよいか。
提出した書類の内容が分かる、申請企業の社員の方を記載して
ください。

19 実績報告 提出書類
社内周知や社外周知に関して周知したことが分かるもの
を提出することになっているが、①周知用様式とは何を
指すか。

社内周知等は都が定める「様式」により行うことになっている
ため、周知に使用した「様式」を提出してください。なお、
「様式」については、項目が網羅されていればよいこととしま
す。
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大項目 小項目 質問 回答

20 実績報告 提出書類
研修会等への受講証明書について、研修資料に受講証明
がされた場合、実績報告時には何を提出すればよいか。

研修会等で配布された資料の写しのみで構いません。受講証明
がされている部分もあわせて写しをとり提出してください。

21 実績報告 提出書類 研修計画書のひな形はあるか。 別添1を参照してください。

22 実績報告 提出書類 提供施設説明書のひな形はあるか。 別添2を参照してください。

23 実績報告 提出書類
電子データの提出とあるが、いつどこに提出したらよい
か。

申請を担当した事務所に提出してください。

24 実績報告 サポート登録
Ａコース①を実施した場合に実績報告時にサポート登録
の申請書類を提出することになっているが、申請を担当
した事務所に提出したらよいのか。

そのとおり、Ａコース③を実施した場合に実績報告時に提出す
る変更承認申請書類についても同様

25 奨励事業 Ａコース①
一般事業主行動計画を労働局に届け出ることになってい
るが、いつまでに行えばよいか。

原則として都の定めた事業実施期間内に労働局に届け出て、受
付印を押してもらってください。策定届を労働局に郵送した場
合には受付印の押された書類が返送されるまでに時間がかかり
ますので余裕を持って提出してください。なお、原則は上記の
とおりですが、事業実施期間内に届出ができなかった場合には
実績報告時に受理印が押されたものが提出できればよいことと
します。

26 奨励事業 Ａコース①
行動計画の内容について届出前に内容の確認をしてもら
う必要はあるか。

届出前に内容確認は行いませんが、記載方法や記載する内容に
ついて質問がある場合は、労働相談情報センターの両立アドバ
イザーにご相談ください。（電話03-5211-2248)

27 奨励事業
Ａコース①、
Ｂコース①、
Ｃコース

社内周知を会議やミーティング等で口頭で伝えた場合に
は実績報告時には何を提出すればよいか。

いつ誰に対し何の資料で説明を行ったのかが分かる議事録等を
作成し、提出してください。

28 奨励事業

Ａコース①、
Ａコース③、
Ｂコース①、
Ｃコース

アンケートの実施対象者に調査時点で休業中の者も含ま
れるのか。

含めなくてかまいません。

29 奨励事業
Ａコース①、
Ａコース③

使用するアンケートは同一だが、いずれのコースも全て
の質問に答えなければならないのか。

そのとおり。よって、Ａコース①とＡコース③を両方とも実施
する場合には同じ調査票を使用し、各事業の調査対象者に配布
し、回答を得てください。

30 奨励事業
Ａコース①、
Ａコース③、
Ｂコース①

プロジェクトチームでの検討はどのくらいの回数行えば
よいのか。

回数の制限はありません。

31 奨励事業
Ａコース②、
Ｂコース②

仕事と育児との両立支援制度と仕事と介護の両立支援制
度が同一の場合に、どちらの事業も実施したことになる
のか。

まったく同じ制度である場合には、どちらか一方の事業を選択
してください。
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大項目 小項目 質問 回答

32 奨励事業
Ａコース②、
Ｂコース②、
Ｃコース

労働基準監督署への就業規則その他規程の届出は、従業
員１０人未満でも必要か。

必要です。

33 奨励事業
Ａコース②、
Ａコース③

人事労務担当者等は社長でも構わないか。 人事労務担当者が社長という場合はもちろん構いません。

34 奨励事業
Ａコース②、
Ａコース③

社内研修の出席率について基準があるか。 ありません。

35 奨励事業
Ａコース②、
Ａコース③、
Ｂコース①

研修会等への参加に際し、申し込みは必要か。また開催
の告知はどのようにして行われるのか。

申し込みは必要です。ホームページ「ＴＯＫＹＯはたらくネッ
ト」にてご案内しますので、ホームページから申込みをお願い
します。

36 奨励事業 Ｂコース① 介護相談員は社長でも構わないか。 構いません。

37 奨励事業 Ｂコース①
社外への周知は東京都の「仕事と介護の両立支援サイ
ト」に掲載されるのであれば、独自に実施する必要はな
いのか。

東京都でも取組内容をサイトにて紹介させていただきますが、
申請企業においてもホームページ、掲示等により周知を行って
ください。

38 奨励事業 Ｂコース①
社外への周知に関して、ホームページがある場合には必
ずホームページにより行わなければならないか。

上記「仕事と介護の両立支援サイト」において、ホームページ
にリンクを貼らせていただく予定ですので、特段の理由がない
限りホームページに掲載をお願いします。

39 奨励事業 Ｃコース
賃金テーブルはあるが、格付け区分と関連性のある賃金
テーブルでない場合に申請は可能か。

格付け区分と関連付けられた賃金テーブルを作成する必要があ
るため、申請可能です。

40 奨励事業 Ｃコース
現在非正規社員しか在籍していない会社については、非
正規社員対象の就業規則を作成するだけでよいか。

正社員転換制度の適用に当たって、正社員の待遇や条件等を社
員に説明する必要があります。よって、正社員就業規則もあわ
せて作成する、又は正社員に転換された場合の条件等を記載し
た資料（社員説明用に作成した資料）を提出してください。

41 奨励事業 Ｃコース 常時雇用する労働者が０人の企業は助成対象となるか。 対象となります。

42 奨励事業 すべてのコース、事業を実施してもよいか。
構いません。すべて実施する場合には事業実施期間は４か月
で、奨励額は上限の１００万円となります。

43 奨励事業 受け入れている派遣労働者も従業員に含まれるのか。
本奨励金では従業員は直接雇用している者とし、受け入れてい
る派遣労働者は含まないこととします。

44 奨励事業 短期パート、アルバイトも従業員に含まれるのか。 含まれます。雇用期間、雇用形態を問いません。
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大項目 小項目 質問 回答

45 申請
申請対象事業
者

代表取締役が２名いる場合、そのうちの１名が既に他の
企業の代表取締役として申請を行っている場合でも申請
できるか。

できません。 H28.6.24追加

46
申請・
実績報告

記載方法
登記上の所在地に営業の実態がなく、本社機能を持つ別
の営業地がある場合の所在地の記載方法は。

事業計画書兼交付申請書、誓約書、実績報告書等様式の「企業
等の所在地」の部分に、（登記上）と記載し、登記上の住所
を、（事実上）と記載し、本社機能を持つ事業所地をそれぞれ
記載してください。

H28.6.24追加

47 奨励事業
Ａコース①、
Ａコース③

（Ａコース①とＡコース③をあわせて実施する場合に）
プロジェクトチームのメンバーは同じでもよいか。ま
た、同じ時間で実施してよいか。

メンバーは同じでも構いません。なお、実施するにあたって
は、○時～○時一般事業主行動計画の策定について、○時～○
時男性の育児参加推進についてというように時間を明確に区切
り、実施してください。

H28.6.24追加

48 奨励事業
Ａコース①、
Ａコース③

（Ａコース①とＡコース③をあわせて実施する場合に）
Ａコース①の社内周知とＡコース③の社内研修をあわせ
て実施してよいか。

２つの事業を同時に実施する場合には、事業ごとに周知を行っ
てください。

H28.6.24追加

49 奨励事業
Ａコース②、
Ａコース③

（Ａコース②とＡコース③をあわせて実施する場合に）
仕事と育児の両立をテーマとし、かつ男性の育児参加に
関する内容を含む研修であれば、1回のみの参加でよい
か。

２つの事業を同時に実施する場合には、事業ごとに研修に１回
ずつ参加してください。よってこの場合は２つの研修に参加す
る必要があります。

H28.6.24追加

50 奨励事業
Ａコース②、
Ａコース③

（Ａコース②とＡコース③をあわせて実施する場合に）
社内研修は1回で実施してよいか。

２つの事業を同時に実施する場合には、事業ごとに社内研修を
実施する必要があります。もし同日で実施する場合には○時～
○時仕事と育児の両立推進研修、○時～○時男性の育児参加推
進研修についてというように時間を明確に区切り、実施してく
ださい。

H28.6.24追加

51 実績報告 提出書類
一般事業主行動計画策定・変更届の写しについて、電子
データで提出できない場合は紙で提出してもよいか。

構いません。 H28.6.24追加
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