
 

 

東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金交付要綱 

 

平成２８年４月２８日２８産労雇労第３２号  

 

（目 的） 

第１条 東京都中小企業雇用環境整備推進奨励金（以下「奨励金」という。）は、

都内中小企業等に対し、労働者の仕事と育児・介護との両立支援、非正規労

働者の処遇等の改善を図るための取組を奨励することにより、中小企業等に

おける雇用環境の整備を推進することを目的とする。 

 

（通 則） 

第２条 奨励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）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。 

（２）非正規労働者とは、同一の事業所に雇用され、都内に勤務の実態がある

労働者のうち、以下のアからオに該当する者を除く労働者とする。 

ア 期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、就業規則等に

規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給、

又は昇格等の労働条件が適用されるなど長期雇用を前提とした待遇を受

けている労働者（以下「正社員」という。） 

イ アが雇用されている事業所における、短時間労働者の雇用管理の改善

等に関する法律（平成５年法律第７６号）（以下「パートタイム労働法」

という。）第２条に規定する短時間労働者のうち、同法第９条に規定する

通常の労働者と同視すべき短時間労働者 

ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律（昭和６０年法律第８８号）第２条に規定する派遣労働者  

エ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４２条に規定する日雇労

働者  



 

 

オ 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成２

６年法律第１３７号）第２条第３項に規定する特定有期雇用労働者  

（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１

８産労雇労第１９６号、以下「次世代要綱」という。）第３条に規定する要

件を満たし、同要綱第４条第３号の規定により登録を完了した企業をいい、

同要綱第６条により登録を抹消された企業は含まない。 

（４）一般事業主行動計画（以下「行動計画」という。）とは、次世代育成支援

対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代法」という。）第１

２条に定める計画をいう。  

 

（奨励対象事業者の要件） 

第４条 この要綱において、奨励の対象とする事業者（以下「奨励対象事業者」 

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）都内で事業を営んでいること。 

（２）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。（ただし、第５条第１項第３号に定める非正規労働者の処遇改善コ

ースのみを実施する場合は除く。） 

（３）東京都監理団体指導監督要綱（平成９年３月３１日付８総総行第２０１

号）に規定する東京都監理団体でないこと。 

（４）過去５年間に重大な法令違反等がないこと。 

（５）都税の未納がないこと。 

（６）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。 

（７）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）

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。 

（８）第５条第１項第１号に規定する仕事と育児の両立推進コースのうち一般

事業主行動計画策定事業を実施する場合は、次の要件を全て満たしている

こと。 



 

 

①次世代法第１２条により行動計画の策定等を義務付けられていないこと。 

②次世代法第１２条により行動計画の届出を行っていないこと 

③サポート企業でないこと。 

（９）第５条第１項第１号に規定する仕事と育児の両立推進コースのうち仕事

と育児の両立制度整備事業を実施する場合は、次の要件を全て満たしてい

ること。 

①サポート企業であること。（一般事業主行動計画策定事業を同時に実施

する場合を除く。） 

②第５条第２項に定める別表１の必要な取組のうち、仕事と育児の両立支

援制度の整備について、労働協約又は就業規則等に明文化されていないこ

と。 

（１０）第５条第１項第１号に規定する仕事と育児の両立推進コースのうち男

性の育児参加推進事業を実施する場合は、次の要件を全て満たしているこ

と。 

  ①サポート企業であること。（一般事業主行動計画策定事業を同時に実施

する場合を除く。） 

②都内に勤務する男性労働者が１名以上いること。 

（１１）第５条第１項第２号に規定する仕事と介護の両立推進コースのうち仕

事と介護の両立制度整備事業を実施する場合は、第５条第２項に定める別

表１の必要な取組のうち、仕事と介護の両立支援制度の整備について、労

働協約又は就業規則等に明文化されていないこと。 

（１２）第５条第１項第３号に規定する非正規労働者の処遇改善コースを実施

する場合は、非正規労働者を１名以上、かつ、６か月以上継続して雇用し

ていること。 

（１３）第５条第２項に定める別表１の非正規労働者の処遇改善コースの必要

な取組のうち、②から④に掲げる事項について、いずれも労働協約又は就

業規則等に明文化されていないこと。 

（１４）知事が企業名等について公表することに同意していること。 

 

（奨励事業及び奨励条件） 

第５条 奨励事業は、奨励対象事業者が雇用環境整備のために実施する、次の

各号に掲げるコースまたは事業とする。 

（１） 仕事と育児の両立推進コース（以下「育児コース」という。） 

  ア 一般事業主行動計画策定事業（以下「計画策定事業」という。） 



 

 

  イ 仕事と育児の両立制度整備事業（以下「育児制度事業」という。） 

  ウ 男性の育児参加推進事業（以下「育児参加事業」という。） 

（２） 仕事と介護の両立推進コース（以下「介護コース」という。） 

  ア 仕事と介護の両立推進事業（以下「介護両立事業」という。） 

  イ 仕事と介護の両立制度整備事業（以下「介護制度事業」という。） 

（３）非正規労働者の処遇改善コース（以下「非正規コース」という。） 

２ 奨励金は、奨励対象事業者が、別表１に掲げるコースごとに定めた必要な

取組（第１項第１号及び第２号においては、事業ごとに定めた必要な取組）

について、知事が別途定める事項を全て実施した場合に、予算の範囲内にお

いて交付する。 

３ 第１項第２号に規定する介護コースにおいて、介護制度事業は介護両立事

業を実施する場合に実施することができる。 

なお、過年度において事業を実施した場合は、介護制度事業を単独で実施

することができる。 

 

（奨励額） 

第６条 奨励金の交付額は、下記（１）から（３）に定める金額を合算した金

額とし、一奨励対象事業者に対し１００万円を上限とする。 

 （１）育児コース 

    ア 計画策定事業   １０万円 

    イ 育児制度事業   ２０万円 

    ウ 育児参加事業   ２０万円 

 （２）介護コース 

    ア 介護両立事業   ４０万円 

    イ 介護制度事業   １０万円 

 （３）非正規コース     ４０万円 

 

（奨励対象期間） 

第７条 奨励金の奨励対象期間は、平成２８年４月１日から平成３１年３月 

３１日までとする。 

 

（交付の申請） 

第８条 奨励金の交付の申請を行おうとする奨励対象事業者（以下「申請企業

等」という。）は、知事が別途定める期日までに、事業計画書兼交付申請書（様



 

 

式第１号）及び誓約書（様式第２号）を知事へ提出しなければならない。 

なお、同一年度内の申請は一回に限るものとする。 

２ 育児コースの育児制度事業を実施する申請企業等のうち、行動計画に制度

整備に関する目標が設定されていない場合は、前項の事業計画書兼交付申請

書等を提出する際に、次世代要綱第５条に規定するサポート企業の登録内容

の変更申請を行わなければならない。（計画策定事業を同時に実施する場合を

除く。） 

 

（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、交付決

定通知書（様式第３－１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「奨励事業者」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３－２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。 

 

（事業計画の変更等） 

第１０条 奨励事業者は、第８条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。 

 

（申請の撤回） 

第１１条 申請企業等は、交付申請後に申請を撤回しようとするときは、遅滞

なく交付申請撤回届出書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、第９条により交付決定の通知をする場合において、奨励事業者が

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 奨励事業者から申請の撤回があった場合は、当該申請に係る奨励金の交付

決定はなかったものとみなす。  

 

（遂行命令等） 



 

 

第１２条 知事は、奨励事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、

奨励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、奨励事業者に対し、奨励事業の

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 奨励事業者は、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 奨励事業者が第１項の命令に違反した時は、知事は奨励事業者に対して当

該奨励事業の一時停止を命ずることがある。 

 

（実績報告）  

第１３条 奨励事業者は、奨励事業が完了したとき又は年度が終了したときは、

実績報告書（様式第６号）を作成し、別途知事が定める期日までに関係書類

と併せて知事に提出しなければならない。  

２ 育児コースの計画策定事業を実施した奨励事業者は、前項の実績報告書提

出時に併せて次世代要綱第４条第２項に規定するサポート企業の登録申請を

行わなければならない。  

３ 育児コースの育児参加事業を実施した奨励事業者は、前項の実績報告書提

出時に併せて次世代要綱第５条に規定するサポート企業の登録内容の変更申

請を行わなければならない。（計画策定事業を同時に実施する場合を除く。） 

 

（奨励金の額の確定） 

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

係る奨励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、交付すべき奨励金の額を確定し、奨励額確定通知書（様式第７号）

により、当該奨励事業者に速やかに通知する。 

 

（奨励金の経理等） 

第１５条 奨励事業者は、奨励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。 

 



 

 

（奨励事業の検査等） 

第１６条 知事は、奨励事業の適正を期するために必要があるときは、奨励

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１７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、奨励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。 

 

（奨励金の支払） 

第１８条 奨励事業者は、第１４条により奨励金の額の確定の通知を受けた場

合において、奨励金の支払を受けようとするときは、奨励金請求書（様式第

８号）を知事に提出しなれければならない。 

２ 知事は、前項により奨励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 奨励金は確定払いとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１９条 知事は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励

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

くはこれに付し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奨励金の交付を受けたとき。 

（２）奨励金の実績報告時に要綱第１３条第２項及び第３項の手続きを行わな

いとき。 

（３）奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４）廃業及び倒産等により奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき。 

（５）奨励事業者（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）法令に又は法令に基づく命令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、奨励事業について交付すべき奨励金の額の確定があった後 

においても適用する。 



 

 

 

（奨励金の返還） 

第２０条 知事は、前条により奨励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、奨励事業の当該取消しに係る部分に関し、既に奨励事業者に

奨励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 前項の奨励金の返還期限は、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２１条 知事が第１９条により奨励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、前条の規定により奨励金の返還を命じたときは、奨励事業

者は、当該命令に係る奨励金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、

当該奨励金の額（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 知事が奨励金の返還を命じた場合において、奨励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、奨励事業者は、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２２条 前条第１項により違約加算金の納付を命じた場合において、奨励事

業者の納付した金額が返還を命じた奨励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奨励金の額に充てる。 

 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

第２３条 第２１条第２項により延滞金の納付を命じた場合において、返還を

命じた奨励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。 



 

 

 

（各種補助金等との併給調整） 

第２４条 知事は、奨励事業者が以下の各号に該当する場合は、奨励金の併給

を認めないものとする。 

（１）本奨励金の奨励事業の取組内容が働き方改革宣言奨励金交付要綱（平成

２８年３月３０日付２７産労雇労第１２６１号）第５条第１項第２号の奨

励事業により導入した制度と同一と判断される場合 

（２）第５条第１項第２号に規定する介護コースの介護両立事業を実施する場

合は、平成２７年度に東京都中小企業ワークライフバランス推進助成金に

ついて仕事と介護の両立事業を実施し、助成金を受給した場合 

（３）第５条第１項第３号に規定する非正規労働者の処遇改善コースを実施す

る場合は、平成２７年度に東京都非正規労働者処遇改善促進助成金につい

て助成事業を実施し、助成金を受給した場合 

（４）本奨励金の奨励事業に係る内容について、東京都中小企業雇用環境整備

推進専門家派遣実施要綱（平成２８年３月２８日付２７産労雇労第１２０

６号）に定める支援を受けている場合又は受ける予定がある場合 

（５）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奨 

励金等のうち、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２５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奨

励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２６条 奨励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２８年５月１日から施行する。 

（失効等） 

２ この要綱は、平成３１年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ 前項の規定にかかわらず、奨励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。 



別表１（第５条関係） 

 

奨励事業 必要な取組 

仕事と育児の両立推進コース 

 一般事業主行動計

画策定事業 

仕事と育児の両立支援のために実施する事業 

① 仕事と育児の両立に係るニーズ調査 

② 社内取組の検討 

③ 一般事業主行動計画の策定 

④ 社内周知 

仕事と育児の両立

制度整備事業 

① 仕事と育児の両立支援制度の整備 

② 研修会等への参加 

③ 社内研修の実施 

男性の育児参加推

進事業 

① 仕事と育児の両立支援制度の利用状況等調査 

② 社内制度利用拡大に向けた取組の検討 

③ 社内目標の設定 

④ 研修会等への参加 

⑤ 社内研修の実施 

仕事と介護の両立推進コース 

 仕事と介護の両立

推進事業 

仕事と介護の両立支援のために実施する事業 

① 相談窓口の設置及び研修会等への参加 

② 仕事と介護の両立に係るニーズ調査 

③ 社内制度等周知 

④ 取組計画の策定 

⑤ 計画等の発信 

仕事と介護の両立

制度整備事業 

仕事と介護の両立支援制度の整備 

非正規労働者の処遇改

善コース 

非正規雇用労働者の雇用環境整備のために実施する事業 

① 雇用環境整備に係るニーズ調査 

② 処遇制度の整備 

③ 教育・研修制度の整備 

④ 福利厚生制度の整備 

⑤ 取組結果の社内周知 
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