事業主の皆様へ

令和元年10月1⽇〜

目 的

⽣産性の向上及び事業場内最低賃⾦の引上げを図る企業を⽀援し、⼈⼿不⾜の解消及び労働
者の所得向上につなげる。
概 要
⽣産性の向上のための設備投資や従業員の⼈材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組
みを⾏い、事業場内最低賃⾦を30円以上引き上げた場合に奨励⾦を⽀給します。
対象者
・時給当たりの事業場内最低賃⾦が820円以内及び事業場規模が30人以下の事業場である
こと ※⼭形県最低賃⾦790円（令和元年10月1⽇〜）
・厚⽣労働省の業務改善助成⾦の受給があること(裏⾯にこれまでの助成事例を記載しています)
（取組みの実施前に、⼭形労働局から助成⾦の交付決定を受ける必要があります。）
・⼭形労働局管内に事業所があること
要件等の詳細につきましては県ＨＰをご覧いただくか、
下記の「お問合わせ窓口」までご連絡ください。

支給額
引上げ
対象人数

県 奨励金
小規模事業者

中小企業事業者

（参考）
業務改善助成金上限額
（厚生労働省）

1〜3人

33.3万円

25万円

50万円

4〜6人

46.6万円

35万円

70万円

7人以上

66.6万円

50万円

100万円

手続き

※業務改善助成金における対象経費支出額か
ら助成金額を除いた額に２分の１を乗じた
額が左表の県奨励金額より低い場合は、業
務改善助成金における対象経費支出額から
助成金額を減じた額に２分の１を乗じた額
を県奨励金の上限額とします。

ご不明な点等ございましたら、下記の
「お問合わせ窓口」までご連絡ください。

★については、各提出書類の原本と写しを提出し受領印を押してもらってください。(県への手続きに必要です)

助 成金
業務改善

山形労働局
へ交付申請
(実施計画
作成) ★

県 奨励金

申請者
から県へ

山形労働局
で交付決定

・生産性向上
取組
・賃金引上げ

山形労働局
へ実績報告
★

①県へ交付決定報告
・助成金交付決定報告書
（県様式第１号）
・助成金交付申請書の写し
（国様式第1号、別紙1･2)
※山形労働局に提出し受領印を受けたもの

１か月
以内に

・交付決定通知書の写し

※山形労働局から送付されたもの
※申請変更等した場合はその都度報告

山形労働局
交付額確定

申請者
から県へ
１か月
以内に

助成金
支払請求

助成金支払

②県へ支給申請
・奨励金支給申請書
（県 様式第2号）
・誓約書（県 様式第3号）
・助成金実績報告書の写し
（国 様式第9号、別紙1･2)

状況報告

奨励金支給

※山形労働局に提出し受領印を受けたもの

・交付額通知書の写し

※山形労働局から送付されたもの

※県様式については山形県ＨＰからダウンロードいただけます
県トップページ ＞ 産業･仕事 ＞ 労働･雇用 ＞ 事業者向け情報 ＞ 企業の皆さまの所得向上に向けた取組みを応援します！〜奨励金事業のご案内〜

【お問合せ窓口】

山形県商工労働部 雇用対策課 正社員化・働き方改革推進室
〒990-8570山形市松波二丁目8-1 ＴＥＬ: 023-630-2388･3384

業務改善助成金(厚生労働省) 助成事例
業種

業種共通

建設業

食料品製造業
酒類製造業
飼料製造業

繊維工業
木材・木製品製造業
家具・装備品製造業
プラスチック製品製造業
金属製品製造業
生産用機械器具製造業
貴金属製造業
電気機械器具製造業
梱包資材卸売業
各種商品小売業
飲食料品小売業
パン・洋菓子小売業
米穀・食肉小売業
機械器具小売業
医薬品小売業

飲食業

美容業

クリーニング業
ハウスクリーニング業
ビルメンテナンス業
学習塾
保育所
社会福祉・介護事業
障がい者福祉施設
社会福祉事業
自動車整備業

設備投資等の内容
・受注管理システム ・顧客管理システム ・電力監視システム ・業務（施工）管理シス
テム ・在庫管理システム ・原価管理及び生産管理システム ・マイナンバー管理シス
テム ・多言語対応の商取引システム
・会計・給与計算クラウドシステム 積算システ
ム ・受注機能付きの集客用ホームページ ・ウェブサイトへのメール配信システム導入
・POS商品管理システム ・業務改善コンサルティングの実施
・業務改善研修 ・作業
場の改修（工程や動線改善） ・現場勤怠管理ソフトウエア ・ハイスペックパソコン導入
・新型ショベル機（後方超小旋回ショベル） ・斜面対応型の小型草刈機 ・ミニ油圧ショ
ベル ・ステンレス製型枠 ・除雪機 ・ホイストクレーン ・施工管理システム ・型枠自
動洗浄機 ・建築工事最新見積システム ・最新型のボーリングマシーン ・自動かんな
盤 ・超仕上かんな盤 ・ダクト製作機 ・監視カメラ＋モニター ・ミニバックホー ・監視
カメラシステム ・溶接機 ・ＶＰＮ装置 ・精密自動横切盤 ・塗装機械 ・パワーゲート
付き中古車 ・配管運搬機材 ・空調配管の自動曲げ工具 ・電動式空調機吊上げ工具
・空調配管端部拡張工具
・オートシール機（自動梱包機） ・1坪プレハブ冷蔵庫機器 ・自動庫内洗浄機能･風量
調節機能つき新型製造機器 ・新型ボイラー ・電動運搬車 ・小型簡易式リフター ・充
填機（味噌の袋詰機と醤油の瓶詰機） ・ハウス内計器の警報装置 ・冷却機器 ・容器
洗浄機 ・床洗浄機 ・ホットパック ・野菜洗浄機 ・器具洗浄機 ・精密型海苔裁断機
・新型オーブン発酵機 ・パン成形機器 ・食器洗浄機 ・真空包装機 ・冷凍倉庫 ・新
型裁断機 ・充填機 ・パイローラ＋ミキサー＋パスタマシン ・フードプリンター ・製餡
機 ・洋菓子製造機器
・織機をコンピュータ制御の最新機器を組み込んだものの改造 ・インクジェットプリンタ
・新型ネムリ穴かがりミシン ・新型本縫ボタン付ミシン ・新型一本針本縫自動糸切ミシ
ン
・低圧コンデンサー設備 ・8尺パネルソー ・移動式集塵機 ・半自動プレス ・軸傾斜
横切盤 ・ユニバーサルサンダー
・自動ゲートカット機 ・3DCADシステム ・接着剤搬入ポンプユニット ・超音波洗浄機
・新型加工機械 ・測定顕微鏡（ユニバーサル測定器） ・ばね製造を新型機械に移行す
るための材料径に応じた6種類分のオプションツール ・3D切削加工機(3Dプロッタ）
・電線カバーへの印字シール貼り機 ・卓上包装紙サーマルプリンター ・3次元CAD･
CAN専用パソコン＋ディスプレイ
・パレットトラック ・ハイリフト
・POSレジ ・硬貨自動釣銭機 ・バーコードリーダー ・タグラベルプリンター
・ラベルプリンター ・業務用縦型冷蔵庫 ・三温度帯冷凍ストッカー（冷凍庫） ・除雪機
・ラベル作成機 ・POSレジ ・シャリ弁ロボ ・水冷式ソフトクリーム製造機 ・洗浄機 ・
小型スチームコンベクションオーブン ・冷蔵庫の改修 ・タルト焼成機
・ベーカリー専用洗浄機 ・縦型ミキサー ・充填機 ・新型フードプリンター ・ジェラート
製造機器 ・食品包装機器 ・棚の設置 ・玄米色彩選別機 ・新型スライサー
・油圧ショベル ・一軸試験機検査機器 ・指示計
・ピッキングシステム ・ハンディターミナル監査システム ・現行制度に対応したレセプト
コンピューター ・電子薬歴システム ・調剤レセコン・電子薬歴システム
・食器洗浄機 ・ヒートトップガスレンジ ・電気式ディッシュウォーマー ・食品乾燥機及
び食品保温機の改良 ・A1サイズXYプロッター ・瞬間冷凍機械ブラストチラー及びショッ
クフリーザー真空パック機 ・調理台の導入とレイアウト変更 ・専用オーブンレンジフー
ド ・監視カメラシステム ・加熱攪拌機 ・真空包装機 ・接客研修の実施及び業務マ
ニュアルの作成 ・すしロボット ・クッキー製造機 ・業務用全自動炊飯器 ・餃子焼器
・ワイヤレスコール ・スチーム式コンベクションオーブン ・IHスープレンジ ・マルチ野菜
スライサー ・自動ゆで麺機 ・熟成庫 ・食料品保管及び陳列棚 ・全自動製氷機及び
アイスディスペンサー ・調理場改修
・フェイシャルマッサージ器 ・パーマ促進機 ・施術機器 ・人口炭酸水システム ・小型
静音除雪機 ・ブース設営・改装 ・レイアウト変更 ・オートシャンプー ・エステ機器 ・
施術台及び個別ブース増設
・コンプレッサー ・マルチプレス機 ・コンピューター制御装置付き洗濯機 ・バッテリー
式電動リフト ・バッテリー式小型床洗浄機 ・超小型振動式洗浄機 ・新型ドライ機 ・
パンツプレス機 ・全自動ドライ機 ・サンドイッチズボンプレス機 ・清掃機器（ポリッ
シャー等） ・フロア洗浄機 ・コード式カーペットクリーナー
・電磁黒板
・哺乳瓶用殺菌保管庫 ・安全性の高い遊具 ・大型業務用冷蔵庫 ・食器洗浄機及び
食器保管庫の更新 ・調理室の工事
・見守り用のビデオカメラ ・除雪機 ・福祉車両 ・電動リフト付車イス移動車 ・バリアフ
リー工事 ・電子カルテ ・自動食器洗浄機 ・昇降機
・業務用作業所の増築 ・福祉車両 ・車いす移動車
・流し台付きテラス ・ガス式衣類乾燥機 ・福祉車両
・リフト ・バーコードシステム付き溶接機 ・ヘッドライトテスター ・コンプレッサー ・タイ
ヤチェンジャー ・レッカー車

※上記はこれまでの主な事例であり限定されるものではありません。
※山形労働局から業務改善助成金の交付決定を受けた後に取組みを実施する必要がありますのでご注意ください。

