
 

 

 

東京都中小企業ワークライフバランス推進助成金交付要綱 

 

平成２５年３月２９日  ２４産労雇労第９６２号  

平成２７年３月３０日  ２６産労雇労第９７９号  

 

（目 的）  

第１条 東京都中小企業ワークライフバランス推進助成金（以下「助成金」と

いう。）は、中小企業等に対し、労働者の仕事と育児・介護等の家庭生活との

両立支援を始めとし、職場におけるワークライフバランスの推進を図るため

の取組に係る経費を助成することにより、中小企業等の雇用環境を整備する

ことを目的とする。  

 

（通 則）  

第２条 助成金の交付に関しては、東京都補助金等交付規則 (昭和３７年東京都

規則第１４１号 )及びこれに基づく依命通達 (昭和３７年１２月１１日付３７

財主調発第２０号 )の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。  

 

（定 義）  

第３条 この要綱における定義は、次の各号に定めるところによる。  

（１）ワークライフバランスの推進とは、職場における業務の見直し、労働時

間の削減、多様な勤務形態の実現、育児・介護等の家庭生活と仕事の両立

支援体制の整備等による労働者の働き方の見直し及び女性の活躍推進に資

する企業等の取組をいう。  

（２）中小企業等とは、常時雇用する労働者の数が３００人以下の企業及び一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第

２２条又は第１６３条の規定により成立した法人等をいう。  

（３）とうきょう次世代育成サポート企業（以下「サポート企業」という。）

とは、東京都次世代育成企業支援事業実施要綱（平成１８年６月２３日付

１８産労雇労第１９６号）第３条に規定する登録企業をいう。  

 

（助成対象事業者の要件） 

第４条 この要綱において、助成の対象とする事業者（以下「助成対象事業者」 

という。）は、中小企業等であって、次の各号を全て満たしている者とする。 



 

 

（１）常時雇用する労働者を２名以上、かつ、６か月以上継続して雇用してい

ること。  

（２）本社が東京都内に所在していること。  

（３）過去５年間に重大な法令違反等がないこと。  

（４）都税の未納付がないこと。  

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業、同条第１１項に規定する接客業務受託営業及びこれらに

類する事業を行っていないこと。  

（６）暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以

下「条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規

定する暴力団関係者をいう。）、暴力団（同条第 2 号に規定する暴力団をい

う。）及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若し

くは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。  

（７）仕事と育児の両立を図るための取組を実施する場合は、サポート企業登

録していること。  

 

（助成事業及び助成対象経費等）  

第５条 助成金は、助成対象事業者がワークライフバランスの推進のために実  

施する別表１－１及び別表１－２に掲げる助成事業に対して支給する。ただ

し、別表１－１に掲げる助成事業は、引き続く２か年度以内とし、別表１－

２に掲げる助成事業は平成２７年度限りとする。 

２ 助成対象経費は、助成対象事業者が助成事業を実施するために必要な経費

であって、別表２に掲げるもののうち、知事が必要かつ適当と認めるものに

ついて、予算の範囲内において交付する。  

３ 前項の助成対象経費の算定にあたり、助成事業の実施において寄付金その

他の収入が生じる場合は、実支出額から当該収入額を差し引くものとする。  

４ 別表１－２に掲げる助成事業は、知事が別途定める事項を助成対象事業者

がすべて実施した場合に、予算の範囲内において交付する。  

 

（助成額及び助成率等） 

第６条 助成金の交付額は、一助成対象事業者に対し、別表１－１に掲げる助

成事業について、毎年度１００万円以内とし、別表１－２に掲げる助成事業

については４０万円の定額とする。  



 

 

２ 別表１－１に掲げる助成事業について、助成率は助成対象経費の１／２と

し、算出した助成金の額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。  

 

（助成対象期間）  

第７条 助成金の助成対象期間は、平成２５年４月１日から平成２９年３月  

３１日までとする。  

 

（交付の申請）  

第８条 助成金の交付の申請を行おうとする助成対象事業者（以下「申請企業

等」という。）は、知事が別途定める期日までに、次の各号に定めるものを知

事へ提出しなければならない。  

（１）別表１－１に掲げる助成事業について、事業計画書（様式第１－１号）、

交付申請書（様式第２－１号）及び誓約書（様式第２－２号）  

（２）別表１－２に掲げる助成事業について、事業計画書兼交付申請書（様式

第１－２号）及び誓約書（様式第２－２号）  

２ 申請企業等は、助成事業を実施する年度ごとに申請を行わなければならな

い。ただし、同一年度内の申請は、第５条で定める別表１－１及び別表１－

２の助成事業において原則として各一回とする。  

 

（交付決定）  

第９条 知事は、前条第１項により申請企業等から申請があった場合は、その

内容を審査の上、次の各号のとおり交付決定又は不交付決定を行う。 

（１）審査の上、適当と認められるときは、速やかに交付決定を行い、別表１

－１に掲げる助成事業については交付決定通知書（様式第３－１号）、別表

１－２に掲げる事業については交付決定通知書（様式第３－２号）により、

当該交付決定の内容及びこれに付した条件について、当該申請企業等（以

下「助成事業者」という。）に通知する。  

（２）審査の上、適当と認められないときは、速やかに不交付決定を行い、不

交付決定通知書（様式第３－３号）により、当該不交付決定の内容及び理

由について、当該申請企業等に通知する。  

 

（申請の撤回）  

第１０条 申請企業等は、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅

滞なく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 知事は、前条の規定により交付決定の通知をする場合において、助成事業

者が交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知

受領後１４日以内に申請の撤回をすることができる旨を通知する。  

３ 助成事業者から申請の撤回があった場合は、当該申請に係る助成金の交付

決定はなかったものとみなす。  

 

（事業計画の変更等）  

第１１条 助成事業者は、第８条第１項により提出した事業計画を変更又は中

止する場合は、変更承認申請書（様式第４号）を知事に提出し、その承認を

受けなければならない。  

 

（遂行命令等）  

第１２条 知事は、助成事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、

助成事業者が提出する報告書及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２２１条第２項の規定による調査等により、助成事業者に対し、助成事業の

運営及び経理等の状況について検査を行い、又は報告を求め、補助事業が第

９条の交付決定の内容及び条件に適合しないと認めるときは、それらに従っ

て補助事業を遂行すべきことを命じることができる。  

２ 助成事業者は、前項の規定に基づき、検査等の通知を受けたときは、これ

に応じなければならない。  

３ 助成事業者が第１項の命令に違反した時は、知事は助成事業者に対して当

該助成事業の一時停止を命ずることがある。  

 

（実績報告）  

第１３条 助成事業者は、助成事業が完了したとき又は年度が終了したときは、

別表１－１に掲げる助成事業については実績報告書（様式第５－１号）、別表

１－２に掲げる助成事業については実績報告書（様式第５－２号）を作成し、

別途知事が定める期日までに知事に提出しなければならない。  

 

（助成金の額の確定）  

第１４条 知事は、前条により実績報告書の提出を受けた場合は、当該報告に

係る助成事業の実績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、必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認め

たときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成額確定通知書（様式第６号）



 

 

により、当該助成事業者に速やかに通知する。  

 

（助成金の経理等）  

第１５条 助成事業者は、助成事業に係る経理について収支の事実を明らかに

した証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定のあった日の属する

会計年度の終了後５年間保存しなければならない。  

 

（取得財産の管理）  

第１６条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用が増した財産（以

下「取得財産」という。）を適切に管理し、助成事業の完了後も、助成金

の交付の目的に従いその効率的運用を図らなければならない。  

 

（助成事業の検査等） 

第１７条 知事は、助成事業の適正を期するために必要があるときは、助成

事業者に対し報告を求め、又は東京都職員を事業場に立ち入らせて帳簿書

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１８条  知事は、第１３条による実績報告の審査又は前条の検査等によ

り、助成事業の成果等がこの交付要綱の内容や交付決定の際に付した条件

等に適合しない事実が明らかになった場合には、これに適合させるために

必要な措置を命ずることができる。  

 

（助成金の支払）  

第１９条 助成事業者は、第１４条により通知を受けた場合において、助成金

の支払を受けようとするときは、助成金請求書（様式第７号）を知事に提出

しなれければならない。  

２ 知事は、前項により助成金の支払の請求があった場合は、その内容を審査

し、適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。  

３ 助成金は確定払いとする。  

 

（交付決定の取消し）  

第２０条 知事は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成

金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付決定の内容若し



 

 

くはこれに付けた条件を変更することがある。 

（１）偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。  

（２）助成金を他の用途に使用したとき。  

（３）助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反した

とき。  

（４）廃業及び倒産等により助成事業の実施が客観的に不可能となったとき。  

（５）助成事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人そ

の他の従業員若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至った

とき。  

（６）その他の補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令

又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。  

２ 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後  

においても適用する。  

 

（助成金の返還）  

第２１条 知事は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成事

業者に助成金が支払われているときは、期限を付してその返還を命じる。  

２ 前項の助成金の返還期限は、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の納付）  

第２２条 知事が第２０条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取

り消した場合において、前条の規定により助成金の返還を命じたときは、助

成事業者は、当該命令にかかる助成金を受領した日から返還の日までの日数

に応じ、当該助成金の額（一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、既返還額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計

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 知事が助成金の返還を命じた場合において、助成事業者が定められた納期

日までにこれを納付しなかったときは、助成事業者は、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１０．９５パーセントの

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。  



 

 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間については３６

５日の割合とする。  

（違約加算金の基礎となる額の計算）  

第２３条 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、

助成事業者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その

納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てる。  

 

（延滞金の基礎となる額の計算）  

第２４条 第２２条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、

返還を命じた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌

日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除し

た額によるものとする。  

 

（各種助成金等との併給調整）  

第２５条  知事は、助成事業者が以下に該当する場合は、助成金の併給を認め

ないものとする。  

２ 東京都中小企業ワークライフバランス推進専門家派遣（以下「専門家派遣」

という。）を過去に利用したことがあり、事業計画書の内容が専門家派遣の対

象となった取組の内容と同一である場合。  

３ 専門家派遣を当該年度に利用する予定があり、事業計画書の内容が専門家

派遣の対象となる取組の内容と同一である場合  

４  支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金

のうち、国、都又は区市町村が実施するもの（国、都又は区市町村が他

の団体等に委託して実施するものを含む。）を受給する又は受給した場

合  

 

（非常災害の場合の措置）  

第２６条 非常災害等による被害を受け、事業の遂行が困難となった場合の助

成事業者の措置については、知事が指示するところによる。  

 

（その他）  

第２７条 助成金の交付に関するその他必要な事項は、知事が別に定める。  

 

附 則  



 

 

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

（失効等）  

３ この要綱は、平成２９年３月３１日限り、その効力を失う。  

４ 前項の規定にかかわらず、助成金の支給並びに支給の決定の取消し及びそ

の返還については、この要綱は、なおその効力を有する。  

附 則  

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

 



別表１－１（第５条関係） 

 

助成事業の内容 

助成事業 内容説明 

ワークライフバランス推進調査

事業 

従業員ニーズ・満足度把握、介護実態把握及び業務分析等、

ワークライフバランスに関する調査事業 

ワークライフバランス推進コン

サルティング事業 

ワークライフバランスを推進し、社内の職場環境を改善す

るためのコンサルティング事業 

人材育成事業 

（従業員が能力を発揮して働き続けら

れるよう、育児・介護休業中も含め、

継続的に人材育成に取り組む事業） 

育児・介護休業中の従業員の能力開発事業 

育児・介護休業復帰時の従業員の能力開発事業 

勤務形態・雇用形態の変更に伴う能力開発事業 

育児・介護両立支援事業 

（育児や介護等、仕事と家庭の両立支

援について、法律以上の制度の導入や

充実に取り組む事業） 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（平成３年法律第７６号）を上回る育児・

介護休業制度の導入等、各種両立支援制度整備事業 

ファミリーデー等従業員の家族等との懇親事業 

育児・介護支援相談員の配置 

上記制度整備に付随する就業規則の策定 

介護を理由とした休業等に伴う代替要員の配置 

多様な働き方の実現事業 

（在宅勤務やモバイル勤務等、固定的

な就業環境に捉われない働き方の実現

に取り組む事業） 

在宅勤務制度の導入事業 

モバイル利用及びシステム導入等による多様な働き方の

実現事業 

上記制度整備に付随する就業規則の策定 

ワークライフバランス普及啓発

事業 

管理職及び労働者を対象としたワークライフバランスに

関する研修事業 

社内普及啓発サイトの構築事業 

その他働き方の見直しの取組 
上記によらない事業であって、ワークライフバランスの推

進に資すると知事が認める事業 

女性の活躍推進に向けた環境整

備事業 

女性の職域拡大を目的としたトイレ、ロッカー、仮眠室等

の整備 

 

 

+ 



別表１－２（第５条関係） 

 

助成事業の内容 

助成事業 内容説明 

仕事と介護の両立事業 

仕事と介護の両立を図るための相談窓口の設置及び働

き方の見直し事業 

① 相談窓口の設置及び研修会等への参加 

② 社内制度周知 

③ 仕事と介護に関する従業員ニーズ調査 

④ 働き方の見直し 

⑤ 計画等の発信 

 

 



別表２－１（第５条関係） 

助成対象経費 

助成事業 助成対象経費 

ワークライフバランス推進調

査事業 

従業員ニーズや満足度調査経費、介護実態把握調査経費 

その他ワークライフバランス推進に資すると判断される調査経費 

（業務分析等、社内の状況を把握する調査。市場調査等は含まない。） 

ワークライフバランス推進コ

ンサルティング事業 
ワークライフバランス推進に係るコンサルティング経費 

人材育成事業 

 

研修実施経費（育児・介護休業中や復帰時の従業員のために実施する研修、従業員の勤務形態・雇用形

態の変更等に伴う能力開発のために実施する研修） 

外部の研修会等に参加する場合の参加費 

育児・介護両立支援事業 

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）を

上回る育児・介護休業制度の導入等、各種両立支援制度整備に係る経費（就業規則策定、社内周知等） 

ファミリーデー等従業員の家族等との懇親事業の実施経費 

育児・介護支援相談員に係る経費 

上記事業の実施に付随する就業規則等の策定経費 

介護を理由とした休業等に伴う代替要員に係る経費 

多様な働き方の実現事業 

在宅勤務制度導入のための環境構築、リモートワーク環境構築、モバイル勤務環境構築費用 

 
シンクライアント端末、モバイル端末等整備費用 

ネットワーク整備費用、システム構築費用、関連ソフト利用料 

専門業者にリモートワーク環境やモバイル勤務環境構築を一括委託する場合の経費 

上記事業の実施に付随する就業規則等の策定経費 

ワークライフバランス普及啓

発事業 

ワークライフバランスの普及啓発に係る経費（広報経費、イントラネット等の構築経費（管理運営費を

含む） 

ワークライフバランス推進に係る研修開催経費（従業員・管理職を対象とした意識啓発研修） 

その他働き方の見直しの取組 上記によらない経費であって、ワークライフバランスの推進に資すると知事が認める経費 

女性の活躍推進に向けた環境

整備事業 
女性の職域拡大を目的としたトイレ、ロッカー、仮眠室等の整備費用 

※  助成対象経費は、上表に掲げる経費の中で、助成事業者が助成対象事業の実施に要した経費として自己負担したもののうち、使途、単価、規模等の確認が 

可能であって、他の事業に要した経費と明確に区分でき、知事が必要かつ適当と認めるものとする。 

※  助成対象経費は、補助事業者が、交付決定後に新たに取り組んだ事業に要した経費とし、交付決定以前に構築したイントラネット等の管理費は含まない。 



別表２－２（第５条関係） 

 

助成対象経費の科目 

科 目 内容説明 

報償費 

業務見直し及び各種制度導入等に係るコンサルティング経費 

研修会及び講演会等講師謝礼 

就業規則の策定経費 等 

人件費 

助成事業の専任者（臨時職員・事務局職員・相談員等）、代替要員の賃

金 

※ 賃金の総支給額から社会保険料や所得税等の控除額を除いた差し

引いた支給額とする 

旅費 
国内出張旅費（日当・雑費は除く。） 

※研修及び講演会等講師、助成事業専任者の出張費に限る 

消耗品費 

会議費（飲食費は除く。） 

物品（図書類及び用品類等）購入費 等 

※用品類にあたっては１０万円未満のもの。 

印刷製本費 研修用テキスト等資料の印刷費 等 

役務費 運搬費 等  

委託費 
調査・分析委託、研修及び講演会開催委託及びシステム設計・保守委

託等の業務委託料 等 

賃借料 会場使用料、設備使用料及び機器リース料 等 

工事請負費 システムを構築する際の工事費 等 

 


