
障がい者の雇用・ 職場定着・職場復帰に取り組みたい !

障がい者層用支援事業

障がい者の雇用や職場定着を図りたい事業主・ うつ病等精神疾患で休間中の方の贈蠅復帰を円
滑に進めたいとお考えの悪業主等に対して、支援を実施しています。

障がい者の雇用や●In定着を検討されている事業主に対 して、専門的なア ドバイスを行 つています。
【相餃事例】

①層用の相嵌 :採用に向けて 何から取り組めば良いか?
②層用管理サポート〕車場環境の壺備や月用管理はどのようにすれば良いか?
③●騎創出 :障がい者にどんな仕事が合うのか

'④社員研修 :上層部や職場の担当者に障がい者層用の理解を得るためにはどうすれば良いか?
⑤車場壺応支援 :採用後、職場定着に向けて支Inは してもらえるのか?

※事業主のニーズに応して、希望のメニューをIEみ合わせてご相談いただけます。
※ご相談の上 事彙主支援計画を策定し、それに基づき支援を実施します。

i n■轟応撮助者 (ジ ョブコーチ)支援
事業主に対して、口場での障がい者との関わり方や拍諄方法●.雇用管理についての助書●を行いま
す。

支饉方法 1 職場を訪問し、課題改善に向けての相蹟、助書を行います。雇用前から鳳用後まで
ご希望に応じて支援開始のタイミングを口壺いたします。

支IE期間 : 標準2～ 3ヶ月の支根期間を設定します。
対 魚 者 : 障害者手軽の有無や

"が
い種別は問いません。

支援頻度 , 必要に応して、遇 1回～■4回程度 短時間～終日支援。状況に応じて相談の上、
口壺させていただきます。

支援■7■ : 支援期間終了後は、フォローアップ支晨に移行します.定期防問や■皓 メール
●により状況を確理の上、あ晏な支援を行います。

2 ●場饉帰 (リ ワーク)支援
●10■40に向けたコーディネー トを行い、通応力の向上や再発防止のための支援をしています。

支援方法 : 支ll対彙者 (休
=者

) 事業主 主治医の二者合意に基づいて 凛壻復帰に向けた
活動の進め方や目裸について合意形成 (コ ーディネー ト)を国ります。その後、セ
ンター内での支援を実施 します。

支援期間 i 個別に設定しますが 標準的な支饉期間 (セ ンター内での支饉)はほね3ヶ月程度
です。

対 二 者 | うつ病等の精神疾患て休●中の方、及びその方の雇用事業主
支根終了後 : フォローアップ支援を行います。

希望に応じて、下記の支援に移行します

ご利用方法

当センターの利用は無料です。
・まずは、下記までお気軽にお問い合わせください。
・当センターが実施している支援内容について詳しくお知りになりたい場合には、毎月、当センターが実施しております

利用説明会にもご,加いただけます(日 程や予約方差等については下記ホームページをご覧ください)。

(独)高齢・障害・求義者雇用支援機構 北海道支都
北海道障害者疇葉センター      TEL O11-747-8231
北海道障害者疇葉センター (旭川支所)TEL 0166 26 8231
URL 〕http://―  jeed Or jp/location/chllki/hokkaido/1ndex html



障がい者の雇用環境を整備 したい !

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金

事業主等が障がい者の雇用にあたって、施設・ 設備の整備等や適切な履用管理をはかるための特別な
措置を行わなければ、暉がし や雇用の組続が困難であると認められる場合に、これらの
事業主等に対し します。

助成金種別 助成金概要
障がい者が彙務を円滑に進められるように作彙施設、設備等の壺備を行う際にその費用の
一部を助成する助咸金
(ト イレ スロープ 点字ソフト晴入牛)

障がい者の構利を充実させるために、
助成する助威金
(休憩室 綸湯室守)

福利厚生施設の整備等を行う瞭にその費用の一部を

障害者介助年助成金

障がいの種顧や 程度に応 した層用管理 を行 うために必要な介助年の措置 を行 う際にその
費用の一部を助膚する助咸全
(は,介助者の委嘱または配置、手話通訳 ■約摯記担当者等の■嘔、障害者相談窓口担当
者の配量助成金)

障がい者の通動を容易にするための措置を行う暉にその費用の一部を助成する助威金
(住宅 駐車場の■借など)

重鷹障害者等通動対策
助咸金

重度障害者多数層用事
業所施設設置等助成金

重度身体障がい者 知的llが い者 精神障がい者を多欧層用する0彙主が 陣がい者のため
に事彙施設4の■■を行う朦にその費用の一部を助成する助威金

支給対象障がい

身体障がい者 知的障がい者、精神障がい者、中途障がい者であって、週の所定労働時間が20時間以上
(精神障がい者のあつては15時間以上)で、対象期間における各月ごとの実態の労働時間が80時間以上
(精神障がい者にあつては60時間以上)の 月が半分を超えていることにより判断します。

障がい者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所であつて、障がいの種類又は程度に応した
助成対象となる措置を実施する事業所の事業主であり、それらの措置が行われなかつた場合に、対象障が
い者の雇用の継続又は新規の雇い入れが困難になるとされる事業所の事業主に対して助成します。
※■鷹障害者●通動対策助咸金は 事業主だけでなく事業主団体も対

'と
なります。

(1)受給費格認定申請の手続き
助成金を受けようとする事業主等は、定められた期間内に障害者助成金責格認定申請書および助威金ごと
に定められている添付書類を、各都道府県支部の窓口を通じて申請してください。
(2)支給請求の手続き
受給費格の認定を受け、助成金の支給を受けようとする事業主等は、定められた期間内に障害者助威金支
給請求書および助成金ごとに定められた添付書類を、各都道府県支部の窓口を通して申EIし てください。
※詳10は機構HPを参照願います。 (http//www Jeed Or jp/d sabil ty/subosidy)

・助成金ごとに対象障がい者の雇用継親義務期間があります。
・対象施設設備等使用義務期間があります。 (30万 円以上で責産計上の上、耐用年数の2分の1の期間使用)

・対象障がい者の雇用状況と施設設備の使用状況を確認するために支給決定日から1年後と2年後の雇用継続
義務期間経過後に実施状況報告書により報告を提出していただきます。

(独)高齢 障害 求職者雇用支援機構
北海道支部 高齢 障害者業務課 TEL 011~622-3351

URL : http://―  jeed Or 」p/diSability/subsidy/index html

支給文1象事業キ



障がい者を職場実習生として受入したい !

障害者職場案習支援事業

制度の内 |

対象者 対象となる措置 支給額 支給回数

Э遇云0年間 障害者の雇用
実績がない0彙主の場合
身体障がい者
知的障がい者
■神障がい者

ら過去3年間、●

“

障がい者
の■用実崚がない0■主の
場合
綺神障がい者

1場実雷の受入
実習期間 1週間～

'ケ
月

(5～ 20日 間程度)

1日 当たりの実習時間
3

場奏智受入謝全
習対,者1名 につき1日 5∞0円
庄饉
一年度で50万円

同一年度2
実習指導員(※ )の晏嘱
(※ )実習指導■の■件
●場邁瘍饉助者姜成研修

`7者で 障がい者に対する就労支援幡崚
が1年以上ある方。
障がい者に対する就労支援や層用
管理の経験が3年以上ある方.

に習指導員への日全
日 13 01Xl円
1日 の支援時間が4時間未満の場合
∞0円】

実習支援事業の対象者・ 文」象事業者など

●実詈対象者
(1)実習対彙者
①公共凛拿安定所に求

"登
録している障がい者

②就労支薔移,事業所又は障害者就葉 生活支援センター●て支■を受けている障がい者
③特別支螢学校の生掟で 次の■■対菫事案主の区分ごとに掲げる障がい者のうち (2)のいずれにも

摯当しない障がい者
(2)実習対

'者
とできない障がい者の要件

①実習事業所において ■場実習を行つたことがある者
②実習●業所において層用関係 出向 派遣 睛負 アルバイト、事前研修により就労したことがある者
③実習事案所において●jl適応

""を
受けたことがある者

④実晉事栞所の代表者または取締役の配儡者もしくは3観守以内の血族若しくは姻族

●支撮対象●業主
遇去3年同において障がい者の■用実績がない又は遇去3年間において精神暉がい者の■月実績がない事泰主で

次の (1)か ら (3)のいずれにも腋当する事業所の事栞主.

(1)■■案雪を行う事業所の●場燿境や■■案習の内容が実習対象にとつて危険を伴わないもの
く2)●■案雪を行う0案所の従業員の中から実習対菫者が実雪の際に従事する業務に輌通し、実習対●者の作業

指導に適任と思われる者を実雪の担当者として専任できること.

(3)障害者の日常生活及び社会生活をお合的に支援するための芸tl(平成17年法律代 12● 号)第5彙
"1項

に規定
する障害福l■サービスのうち 障害者就労支援事秦 (同 条第18項 又は14項に規定する就労に読支■)を行う0
業所ではないこと.

ヨ場実ヨ計画の策定や実雪中の作業指導等は 原則として、実晉事業所の■業員の中から車任した実習担当者が行いま
すが 必要に応じて 従拿員以外で(※ )こ■件をl●たす者を実目指導員として委嘱し 以下の業書を担当させることができま
す。
①実雪事稟所に対して、■■実習の実施に係る助書、援助、支ll●を行うこと
②実雷対,者に対して 円滑に■■実留ができるよう支曇すること
③案雪対●者の

“

場実冒の状況について、必要に応して公共■彙安定所または実習対彙者が利用する就労支IE期間守に

"告
または助

=を
行いこと.

(独)高齢 障害 求職者雇用支援機ll
北海道支部 高齢 障害者業務課 IE1 011-622-3351

uRL(httpツ /口
"Jeed or Jpヵ

にObil ty/sub3 dy/index html

者ヽを雇用したことが無い事業主、精神障がい者を雇用したことがない事業主が、障がい者
者ヽを対象として職場実習を計画し、実習生を受け入れ

実習指導員の委嘱



障がい者を初めて雇用 したい
特定求職者層用開発助成金 (障害者初回雇用コース)

対象労働者 1人 目を燿用した日の翌日から3ヵ 月後の日までに法定雇用致以上の障がい者の雇入れを完了

させた場合、 120万円支38。

短時間労働者は 1人 を0 5人とみなし、■度身体障がい者及び三度知的障がい者は 1人で2人分 (■度
身体障がい者又は■度知的障がい者を短時間労働者として屋い入れる場合は 1人分)とみなします。

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

・公共職彙安定所の紹介により、対魚労働者を一般被保険者等として層い入れ、助成金の支給後も引き親き
雇用することが必要です (燿入れ完了日の直後の賃金締切日の翌日から12カ 月経過後、支給申請)。

URL[ http://m mhlW go jp/bunya/koyou/shougaisha/intro― joseikin html

助威金を受綸するためのすべての■件が配●されているわけではありません。
上記助威金の晏件や申請手犠の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワークヘお尋ねください。
・北海道労働局■彙安定部口彙対策鰈雇用対策係 TE1 011-738-1053
・ハローワーク (公共凛彙安定所) ※薔末の問い合わせ先―■をご覧ください。

過去3年間に暉がい者を目用したことがない中小企業 (障がい者の日用曇務制度の対象となる45.
5～300人規模)が初めて身体障害者、知的暉害者及び覇神暉害者を目用した場合に、一定願を支輪し
ます !



障がい者を雇用 したい |

トライアル雇用助成金 (障害者 トライアルコース 障害者短時間 トライアルコース)

者ヽを短期間 (約 3～6か月間)試行的に雇用 (ト ライアル雇用)する場合に、一

1 障害者 トライアルコース                          ・

対象労働者 1人 当たり月額4万円 (最大3か月)

ただし、精神障害者を燿い入れる場合は、支給対象期間が最大6か月となり、最初の3か月は月饉8

万円、残り3か月は月額4万円の支給となりま
姦トリ少ない場合は減額支給又は不支給になる場合があ欠勤等により就労日数が就労予定していた日檄

ります。

2障嘉:曇電薯1民≦Zサ員覇
'万

円(最大12か月)

※
 賢百三琴璧り亡71こ生]てat露神障がい者

i発
達障需計者を、露l13カ蠍き、

1」竃聾昇ξじltt
ますF間

以上20時間未満の雇用契約で雇い入

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 発達障がい者、籠治性疾患患者等

ハローヮークの紹介により対象労働者を障害者 トライアル雇用、または障害者短時間 トライアル雇用とし

て雇入れることが条件となります。
URL  http //WWW mhIW go jp/seiSakunitSuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shOugai_trial html

助成金を受給するためのすべての要件が記載されているわけではありません。

上記助成金の要件や申情手絲の群細については 北海道労働局または最寄 りのハローワークヘお尋ね ください。

・ 北海道労働局職彙安定部■彙対策採雇用対策係 TE 011 738 1053
ハローワーク (公共腱彙安定所) ※巻末の問い合わせ先―覧をご覧ください。

します !



発達障がい者や難治性疾患患者を新たに雇いたい !

特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者 難治性疾患患者雇用開発コース)

して屋い入れ、雇用管理に関する3項を報告する事

次のイ又は口に掲げるもの。
イ 医師の診断書等により、
口 難治性疾患を有する者

ただし、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である者を除きます。
発達障がい者であることが確認できる者

(障害者総合支援法の対象疾病と同じ)

短時間労働者以外の者
支給総額 120万 円 (大企業50万円)

第1期 ～第4期 各30万円 (4回) (大企業は第1期 第2期 各25万円 (2回 ))
・短時間労働者 (1遇間当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満)

支給総額 80万 円 (大企業30万円)

第1期 ～第4期 各20万円 (4回 ) (大企業は第1期 第2期 各 15万円 (2回 ))

・対象労働者をハローワークの紹介によリー般被保険者として雇入れ、助成金支給終了後も引き続き相当期
間雇用することが確実であると認められることが必要です。

・ハローワーク職員が事業所肪間を行い、雇用管理等の状況を確認及び指導することとなります。
・ URL i http://―  mhlw go jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyuFukin/hattatsu_nanchi html

助咸金を受給するためのすべての要件が記載されているわけではありません。
上記助成金の要件や申請手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワークヘお●ねください。

北海道労働局車業安定部摯栞対策課層用対策係 la ol1 738 1053
・ハローワーク (公共職案安定所) ※着末の問い合わせ先―覧をご覧ください。



障がい者を多数雇用 したい |

支給額

対象労働者の燿入れ及び施設の設置整備が完了した日の直後の賃金締切日の翌日から起算した6カ 月後を
支給対象期間の第 1期、以後 1年 ごとに第2期、第3期 とし、新たに雇入れた対象労働者数に応した次の額

を支給します。
(対象労働者を新たに5人以上雇用し、現に雇用している対象労働者との合計数が 10人以上となり、対象

労働者が全従業員の20%以上であることが必要です)

①5人以上9人の雇入れて設置整備に要した費用が
1500万 円以上3000万 円未満 ⇒ 第 1期  500万 円
3000万 円以上4500万 円未満 ⇒ 第 1期  500万 円
4500万 円以上         0第 1期  500万 円

② 10人以上 14人の雇入れて設置整備に要した費用が
1500万 円以上3000万 円未満 ⇒ 第 1期  500万 円
3000万 円以上4500万 円未満 0第 1期 1 000万 円
4500万 円以上         ⇒ 第 1期 1 000万 円

③ 15人以上の雇入れで設置整備に要した費用が
1500万 円以上3000万 円未満 ⇒ 第 1期  500万 円
3000万 円以上4500万 円未満 つ 第 1期 1 000万 円
4500万 円以上         ⇒ 第 1期 1 500万 円

第 2 3期  250万 円
第 2 3期  250万 円
第 23期  250万 円

第23期  250万 円
第 23期  500万 円
第 2 3期  500万 円

第23期  250万 円
第 2 3期  500万 円
第 23期  750万 円

障害者雇用安定助成金 (中小企業障害者多数雇用施設設置等コース)

常用労働者数が300人以下の事業主が、暉がい者を多削E用するための施設・ 設備等を設置ヨ備す
る際の費用を助成します :

助成金を受給するためのすべての要件が記畿されているわけではありません。
上

“

奨励金の要件や申請手級の諄40については、北海道労働局または最寄 りのハローワークヘお尋ね ください。
北海道労働局職彙安定部鷹彙対策課雇用対策係 h011738-1053
ハローワーク (公共職集安定所) ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者である常用労働者

ご利用方法

①受給資格認定申請 :対象障がい者の雇入れ、雇い入れた障がい者の雇用管理の方法、事業所の所在する地
域における障害者雇用促進に資する取組に関する計画等を作成し申請書を提出します。

②燿入れ等の完了 受給資格認定の日の翌日から1年以内に対象労働者の雇入れ及び施設の設置整備を完了
させます。

③支給申請 :各支給対象期間の翌日から2カ 月以内に支給申請書を提出します。
・URL:

http://― mhlw go jp/stf/Seisakunitstlite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougal_tasuu html



障がい者の職場定着を図りたい !

内容と支給額

1 内容
職場定着支援計画の認定 (※ )を受けた上で、「対象労働者Jに対して、以下の職場定着に係る措置を

実施し、6か月以上職場に定着させた場合に助成金を支給します。 (※ 職場定着支援計画は、計画の開始

日の前日から起算 して 1か月前までに提出してください。)

(1)柔軟な時間管理・休暇取得
通院による治療専のための有給休暇の付与、勤務時間の変更等の労働時間の調整を行うこと。

(2)短時間労働者の勤務時間延長
週所定労働時間が20時間未満の労働者を20時間以上に、30時間未満の労働者を30時間以上

に延長すること。
(3)正規・無期転換

有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、無期雇用労働者を正規雇用に転換すること。
(4)職場支援員の配置

障がい者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置すること。
(5)職場復帰支援

中途障害等により休職を余儀なくされた労働者に対して、腱場復帰のために必要な職場適応の措置

を行い、雇用を経続すること。
(6)中高年障害者の雇用継幌支援

中高年障がい者に対して、雇用催続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること。
(7)社内理解の促進

雇用する労働者に対して、障がい者の就労の支援に関する知臓を修得させる麟習を受講させること。

2 対象労働者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発違障がい者、難治性疾患のある方、高次脳機能障害の

ある方。 (ただし、措置 (5)に ついては、知的障がい者及び発達障がい者を除く。措置 (6)に ついて

は、措置の開始日の時点で、対象労働者に該当し、清45歳 以上かつ動続10年以上の方。)

3 支給額
腱壻定着支41計画に基づいて実施された措置が継続している期間を r支給対象期間Jと して助成が行わ

れ、支綸対象期間を6か月単位で区分した期間を「支給対象期」として、複数回にわたつて支給します。

8(6)万 円 4(3)万 0求  2n

y (40) ′フ (20) う 円 ツ 朋

上 記 以 外 の 場 合 40 (30)万 円 20 (10)万 円 ′ 期

正 規 魚 期 転 い
(■期 層 用 ‐正 ele用 の IB合)

′ 田

90 (675)万 円 45 (335→  万 円  * 2"
■ ● 2■は34万 n

utB支 =日
の‐ IE

(雇用 で● 0■ tHロ セ馴 ● す る● イヽ )

4(3〕 万 円 /月 2● (18)万 円 メ 4期 ´

`■
4●コ書●の■8は 6用

6 (45)万
「

1/月 36 (27)万 円  * 7月
70 (50) (25) 万 円 ン l・●

社 内 理
"…(■■ 1〔 3,20万円 以 上を要 tた4_4) ■2 (9) ',f'1

注 ()内は中小企業以外の事業主に対する支給額になります。
対象となる措置によつて支綸額が異なります。上記は一部を例示として掲げたものです。

障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)

障がい者の障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事

業主に対して助成します !

助成金を受綸するためのすべての要件が記●されているわけではありません。
上記助咸金の要件や申請手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワークヘお尋ね ください。

北海道労働局職葉安定部職葉対策課層用対策係 TE1 011 738 1053
ハローワーク (公共●業安定所) ※着末の問い合わせ先一覧をご覧 ください.

壼 ロ
=…

G■ 00",日 におけ0支腱 ■



障がい者の職場適耐 定着を図りたい |

障害者燿用安定助成金 (障害者職場適応援助コース)

障がい者の目場適応・ 定■を図るため、1ヒ海道陣害者H業センターが作成又は承認する支援計画に墨

づき、聘場適応援助者による計画的な支援を実施する夢業主に対して助成します !

職場適応・定着に課題を抱える障がい者に対して、職場適応援助者に企業を訪問させて支援を行わせる事

案主 (社会福祉法人等)に対して、助成金を支給します。
・

肇鶴董:驚匙苺a誘薯養成研修又は第 1号職場適応援助者養成研修の受講修了者て業務経験が 1年以上あ

.皇亀男缶fttll計 画期間 1年 8か月 (精神障害者は
畠1尋劣尋嵩含む)

1:8妻震露出8魯群:1'露旧霞至 1:| :::円 (移動時間含む)

※
T言お雙凛奪簡λ馨群城言異嵩彙塁  8, 000円 (移動時間含む)

1日 の支援時間の合計が3時間以上 16 000円 (移動時間含む)

lt場適応・定着に課題を抱える障がい者に対して、同じ事業主に雇用されている職場適応援助者による支

援を行わせる場合に、助威金を支給します。
・職場適応援助者の要件

企業在籍型職場適応援助者養成研修又は第 2号職場適応援助者養成研修の受講修了者であるものなど。

・支給期間 :支援BI画期間最長6か月
対象労働者 1人当たり (短時間以外) 月額6万円 (中 小企業8万円)

対摯労働者 1人 当たり (短時間)   月額 3万円 (中小企業4万円)

(中 小企業 12万円)

(中 小企業 6万円)

※凛場適応援助者養成研修受講料として支給対魚事業主が負担した額の1/2を 、支給対魚期の支給に合わせ

て助成します。

※対象労働者が精神障がい者の場合は
対象労働者 1人当たり (短時間以外) 月額9万円

対象労働者 1人 当たり (短時間)   月額 5万円

1籠島復量稼墓鼻薫:1撃窮蕊農罵檀」駅1息11壇呈奪崎百撃え性二暮;あハロ_ヮ _クヘお尋ねください。
北海道労働局腱業安定部摯業対策課雇用対策係 IB 011-7381053
ハローワーク (公共職彙安定所) ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。



障害や疾病の治療と仕事の両立を図りたい !

障害者雇用安定助成金 (障害や傷病治療と仕事の両立支援コース)

障がいのある労働者又はがんなどの反復・ 継続して治療が必要となる傷病を負った労働者の雇用維持
を図るため、労働者の陣がいや傷病の特性に応した治療と仕事を両立させるための制度の導入及び両立
支援に関する専Fヨ人材の配置並びに両立支援制度を実施する事業主に助成します !

助成金を受給するためのすべての要件が記載されているわけではありません。
上記助成金の要件や中請手続の鮮錮については、北海道労働局または最寄りのハローワークヘお尋ねください。

北海道労働局職彙安定部凛彙対策課雇用対策係 h0117381053
ハローワーク (公共職彙安定所) ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

内容と支給額

1 内容
(1)燿境整備助威

労働者の障がいや傷病の特性に応した治療と仕事を両立させるための制度の導入等について計画 (※ )

を作成し、当歓ll回に基づき就葉規則等を改正するとともに、両立支援に関する専門人材を社内配置した
場合に助成金を支給します。
(2)制度活用助成

労働者の傷病の特性に応した治療と仕事を両立させるための制度の活用について計画 (※ )を作成し、
がん専の反復 饉親して治療が必要となる傷病を抱える労働者のために、両立支援コーディネーターを
活用して社内の制度を運用し、労働者が就労継続できるように個々の労働者の傷病の状況やその変化に
合わせて就業上の措置を活用した場合に助威金を支給します。
(※ 計画は、計画開始日の6か月前の日から1か月前の日の前日までに労働局に提出し、認定を受ける

必要があります。)

2 対象労働者
・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者、難治性疾患患者、高次脳機能障害のあ

る方
・がん、脳卒中、心疾患、精尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病を負つた方で、主

治医の意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3ヶ 月以上で、且つ、事業主に対して支
援を申し出た方

3 対象となる両立支援制度の範囲
助成金の対象となる両立支援制度は、対象労働者の障害や傷病に応した治薇のための配慮を行う制度で

あり、労働協約や就業規則で明示されることが必要です。

4 支給額
(1)環境整備助成 企業在籍型職場適応援助者を配置した場合 30万円

両立支援コーディネーターを配置した場合 20万円
(2)制度活用助威 20万 円


