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問い合わせ先 (社)沖縄雇用開発協会

６５歳以上の定年の普及・促進、さらに、「７０歳まで働ける企業」の普及・促進を図るた

め、賃金体系の見直しなど経済的負担を伴うことから、これを支援する制度です。

次の３種類の制度で構成されています。

Ⅰ 中小企業定年引上げ等奨励金

Ⅱ 高年齢者雇用モデル企業助成金

Ⅲ 高年齢者雇用確保充実奨励金

「65 歳以上への定年引上げ」、「定年の定めの廃止」、「希望者全員を対象とする 70歳以上までの継続雇

用制度の導入」または「65 歳前に契約期間が切れない希望者全員を対象とする継続雇用制度（65 歳安

定継続雇用制度（注１））の導入」をし、６ヶ月以上経過した中小企業事業主に対し、導入した制度に

応じて一定額が支給されます。

また、勤務時間の多様化の措置（高齢短時間制度（注２））を併せて講じた場合には、加算金が支給

されます。

１ 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引き上げを実施した日にお

いて中小企業事業主(常用被保険者(注３)の数が 300 人以下の事業主)であること。

ロ 実施日の1年前の日から申請日の前日までの期間に高齢法第８条及び第９条を遵守しているこ

と。（注４）

ハ 事業主が、平成 22 年４月１日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者

全員を対象とする 70 歳以上までの継続雇用制度の導入、65 歳安定継続雇用制度の導入、定年の

定めの廃止のいずれかを実施し、６か月以上経過していること。なお、当該措置は平成９年４月

１日から支給申請日の前日までの期間において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧

継続雇用年齢を超えるものであること。

ニ 申請日の前日において、当該事業主に１年以上継続して雇用されている 60 歳以上の常用被保険

者が１人以上いること。（65 歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者と

はなりません。）

２ 上記イからハのいずれにも該当し、一定数（注５）の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、

財団、個人事業主を含みます。)を設立した事業主も対象となります。

中小企業定年引上げ等奨励金は、実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模（常

用被保険者の数）に応じて、次の表に定める額を支給します。

平成２２年度 定年引上げ等奨励金
(７０歳まで働ける企業奨励金)

支給対象となる事業主

Ⅰ 中小企業定年引上げ等奨励金

支給額
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問い合わせ先 (社)沖縄雇用開発協会

１．旧定年年齢が６０歳以上６５歳未満の事業主【表１】

支給金額（万円）

企業規模

Ａ．

定 年 の 引

上げ

(65 歳 以

上70歳未

満)

Ｂ．

定年の引上

げ

(70 歳以上)

または定年

の定めの廃

止

Ｃ．

希望者全員を

対象とする 70

歳以上までの

継続雇用制度

の導入

Ｄ．

65 歳安定継続

雇用制度の導

入

Ｅ．

65 歳安定継続

雇用制度と希

望者全員を対

象とする70歳

以上までの継

続雇用制度の

導入を併せて

実施

Ｆ．

定年の引上げ

(65 歳以上 70

歳未満)と希望

者全員を対象

とする70歳以

上までの継続

雇用制度の導

入を併せて実

施

１～９人 ４０ ８０（40） ４０（20） ２０ ５０（30） ６０（50）

10～99 人 ６０ １２０（60） ６０（30） ３０ ７５（45） ９０（75）

100～300 人 ８０ １６０（80） ８０（40） ４０ １００（60） １２０（100）

（注）（ ）内の数字は、支給申請日の前日において、当該事業主に 1 年以上雇用されている 64 歳以上の常用被保険者

がいない場合に支給する額です（表２、表３も同様）。

（注）６５歳前に契約期間が切れない契約形態を既に導入している事業主には、D と E は支給されません。また、６４

歳定年を既に導入している事業主には、D は支給されません。

２．旧定年年齢が６５歳以上７０歳未満、希望者全員を対象とする旧継続雇用年齢が

70 歳未満の事業主【表２】

支給金額（万円）

企業規模 Ｇ．

定年の引上げ(70 歳以上)

または定年の定めの廃止

Ｈ．

希望者全員を対象とする 70 歳

以上までの継続雇用制度の導入

１～９人 ４０（20） ２０（10）

10～99 人 ６０（30） ３０（15）

100～300 人 ８０（40） ４０（20）

３．旧定年年齢が６０歳以上６５歳未満、希望者全員を対象とする旧継続雇用年齢が

６５歳以上７０歳未満の事業主【表３】

支給金額（万円）

企業規模

Ａ．

定年の引上

げ

(65 歳以上

70 歳未満)

Ｂ．

定年の引上

げ

(70 歳以上)

または定年

の定めの廃

止

Ｆ．

定年の引上げ

(65 歳以上 70

歳未満)と希望

者全員を対象

とする70歳以

上までの継続

雇用制度の導

入を併せて実

施

Ｉ．

希望者全員を

対象とする 70

歳以上までの

継続雇用制度

の導入

Ｊ．

65 歳安定継続

雇用制度と希望

者全員を対象と

する 70 歳以上

までの継続雇用

制度の導入を併

せて実施

Ｋ．

65 歳安定

継続雇用制

度の導入

１～９人 ４０ ８０（40） ６０（50） ２０（10） ３０（20） １０

10～99 人 ６０ １２０（60） ９０（75） ３０（15） ４５（30） １５

100～300 人 ８０ １６０（80） １２０（100） ４０（20） ６０（40） ２０

（注）65 歳前に契約期間が切れない契約形態を既に導入している事業主には、Ｊ．とＫ．は支給されませ

ん。また、64 歳定年を既に導入している事業主には、Ｋ．は支給されません。

４．勤務時間の多様化の措置（高齢短時間制度）を併せて導入した場合の加算額・・・２０万円

・（注１～５）及びその他の詳細は、(社)沖縄雇用開発協会にお尋ね下さい。
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問い合わせ先 (社)沖縄雇用開発協会

70 歳以上まで働くことができる仕組み、又は 65 歳以上までの定年等の制度を導入し、新たな職域の

拡大、賃金・人事処遇制度の改善、又は高年齢者の積極的な雇用をする事業主が計画の認定を受け、高

年齢者の雇用の確保のためのモデル性や地域における波及効果のある取組みを実施した場合、当該取組

みの実施に要した費用うち、一定範囲の費用について支給するものです。

高年齢者雇用モデル企業助成金(以下｢助成金｣といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対

して支給されます。

① 雇用保険の適用事業の事業主であること。

② 認定された職域拡大等計画書を具体的に実施するための実施計画の策定を行う第１期事業、当該実

施計画を実施する第２期事業を、第１期事業の開始日から２年以内(第１期事業から第２期事業への

移行期間(１か月以内)を除く。)に実施した事業主であること。

③ 次の表に定める高年齢者の雇用に関しての措置及び就業規則等の引上げを実施し、雇用者の要件を

満たす事業主であること。

65歳安定雇用 70 歳 雇 用

経費の1/2、最大350万円支給 経費の1/2、最大500万円支給

（①または②） （①～③のいずれか）

①定年年齢を65歳以上まで引上げ ①定年制廃止

②定年年齢を70歳以上まで引上げ

③70歳以上までの継続雇用制度の導入

（ただし、65歳までは希望者全員継続雇用）

（①または②）

60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上 ①65歳以上の者が1人以上

②64歳以上の雇用保険被保険者が5人以上

実施予定の就業規則等の要件 雇用者の要件
（①～③のいずれか） （次の全てを満たすこと）

①定年制廃止

②定年年齢を65歳以上まで引上げ

職域の拡大または処遇の改善を実施し、さらに外部より高年齢者を積極的に雇用すること。

職
域
拡
大
モ
デ
ル
・
処
遇
改
善
モ
デ
ル

雇用者の要件

法人設立の場合は法人全体の雇用者に占める 55歳以上の者 1/2以上

60歳以上の者 1/4以上

外
部
活
用
モ
デ
ル ①新たに外部から雇用した65歳以上の者が1

人以上

③65歳以上までの希望者全員継続雇用制度
の導入

①職域の拡大

②65歳以上までの希望者全員継続雇用制度
の導入（ただし、65歳前に契約期間が切れな
いものであること）

高年齢者の雇用のために実施する措置

②処遇の改善

※ 職域の拡大と処遇の改善を同時に行う場合でも、支給額の上限は65歳安定雇用の場合は
350万円、70歳雇用の場合は500万円です。

高年齢者の雇用のために実施する措置

賃金形態、労働時間、雇用形態等の見直しなどを行うことにより、高年齢者の処遇の改善
を行うこと。（注２）

②法人全体の雇用者に占める60歳以上の者
が15/100（法人設立の場合は1/4）以上

新たな事業分野への進出、職務再設計、機械設備・作業方法・作業環境の導入・改善など
を行うことにより、高年齢者の職業能力を生かした職域の拡大を行うこと。（注１）

実施予定の就業規則等の要件

65 歳 雇 用

経費の1/2、最大500万円支給

④ ６５歳以上への雇用制度を実施した日から起算して１年前の日から当該実施日までの期間に高齢

法第８条及び第９条を遵守している（注３）こと。（法人等設立事業主を除きます。）

Ⅱ 高年齢者雇用モデル企業助成金

支給対象となる事業主
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問い合わせ先 (社)沖縄雇用開発協会

① 第１期事業に係る対象経費

次の（1）から（4）のいずれかに該当するものとなります。

（第１期事業開始日から第１期事業の支給申請日までに支払いが完了したものに限ります。）

（1）実施計画策定のための会議の設置及び運営費

（2）市場調査費

（3）コンサルタント謝金等実施計画の策定に係る相談経費

（4）その他実施計画の策定に必要と認められる経費

② 第２期事業に係る対象経費

次の（1）又は（2）のいずれかに該当するものとなります。

（第２期事業開始日から第２期事業の支給申請日までに支払いが完了したものに限ります。）

（1）職域拡大等計画に基づき実施する経費

イ 法人設立経費（法人の設立登記に要した経費）

ロ 各種許認可等の手続きに要した経費

ハ 職域の拡大、処遇の改善等に要した経費

職域拡大モデル：職務分析、職務再設計、機械設備・作業方法・作業環境の改善等

処遇改善モデル：賃金体系の見直し、労働時間の改善等

外部活用モデル：上記に加え、新たな高年齢者の雇入れ等に要した経費

ニ モデル事業実施（法人設立、職務の設計、機械設備の導入等）に係るコンサルタントとの

相談に要した経費

ホ その他職域の拡大等に必要と認められる経費

（2）モデル事業の実施に必要となる次の経費

イ 職業能力開発経費

高年齢者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した

経費

ロ 事業運営経費（対象経費としては５００万円を限度とします。）

事務所の改修工事費、事務所等の賃借料、機械設備等の購入費・賃借料、広告宣伝費等の事

業運営経費。ただし、事務所等の賃借料及び機械設備等の賃借料については６か月分を上限

とします。

※ 一部対象とならない経費がありますので、（社）沖縄雇用開発協会へお問い合わせ下さい。

助成金を受けようとする事業主（法人等を設立する者を含む)は、下記の職域拡大等計画書の提出

時期の期間内に職域拡大等計画書を作成して、受託法人(法人等を設立する者にあっては、当該設立

する法人等の主たる事業所が所在する（社）沖縄雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者

雇用支援機構に提出してください。

受付回 職域拡大等計画書提出時期 第１期事業開始予定日

第１回 平成２２年 ５月 ６日から
平成２２年 ５月３１日まで

平成２２年 ８月 １日から
平成２２年１１月３０日まで

第２回 平成２２年 ９月 １日から
平成２２年 ９月３０日まで

平成２２年１２月 １日から
平成２３年 ３月３１日まで

第３回 平成２３年 １月 ４日から
平成２３年 １月３１日まで

平成２３年 ４月 １日から
平成２３年 ７月３１日まで

・（注１～３）及びその他の詳細は、(社)沖縄雇用開発協会にお尋ね下さい。

支給対象額等

職域拡大等計画申請の手続き
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問い合わせ先 (社)沖縄雇用開発協会

高年齢者雇用確保充実奨励金は、傘下企業における希望者全員が 65 歳まで働ける制度の導入、70 歳

まで働ける制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の充実（雇用確保措置の導入を含みます。）その他高

年齢者の雇用環境の整備を支援するための事業を実施した事業主団体に対し、当該事業に要した費用及

び事業の成果に応じて、最大 500 万円までの額を支給します。

当奨励金を受給するためには、まず、事業主団体は対象事業の計画申請を行い、計画の認定を受けな

ければなりません。計画の認定を受けた対象事業の実施に係る経費について、前期、後期毎に支給申請

をすることになります。

次のいずれにも該当する事業主団体です。

（１）労働者（雇用保険の適用除外となる者を除きます。）を使用する事業主団体の場合は、雇用保険

の適用事業の事業主であること。

（２）次のイからヘのいずれかに該当し、計画申請日において構成事業主（雇用保険の適用事業の事業

主であること。）の数が 20 社以上であること。

イ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律により公益性の認定を受けた法人、一般

財団法人、一般社団法人又は特例民法法人

ロ 事業協同組合（中小企業等協同組合法に基づくもの）

ハ 商店街振興組合（商店街振興組合法に基づくもの）

ニ 商工会議所（商工会議所法に基づくもの）

ホ 商工会（商工会法に基づくもの）

ヘ 上記以外で構成事業主の高年齢者雇用確保措置（以下「確保措置」という。）の導入、65 歳以

上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き 65 歳を超える

年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実、その他高年齢者の雇用環境の整備の促進につ

いて特に意欲を有していることなど。

支給対象事業は、事業主団体の構成事業主の全部又は一部（当該事業団体の１つ又は複数の支部等
を範囲とし、その数が20社以上の場合に限ります。）に対し実施した、次の１から５の事業です。

１ 対象事業主に対する実態調査

対象事業主に対する、確保措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一

部を再雇用等により引き続き65歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高

年齢者の雇用環境の整備の促進に係る効果的な取組みを行うことを目的として、確保措置の実施状況

及び高年齢者の雇用状況、高年齢者の雇用を推進する上で課題となる事項等に係る実態調査（事前調

査）を行うこと。

また、事業終了前に事業の成果を把握することを目的として、再度、確保措置の実施状況、事業に

対する対象事業主の評価等について調査（事後調査）を行う。

２ 対象事業主に対する周知・啓発、情報提供

対象事業主に対する確保措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を

再雇用等により引き続き65歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢

者の雇用環境の整備に係る好事例集等の作成等による周知・啓発、情報提供を行う。

Ⅲ 高年齢者雇用確保充実奨励金

支給対象となる団体

支給対象事業
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３ 対象事業主に対する説明会の開催

対象事業主を招集し、社会保険労務士等の専門家、先進的な取組みを行う事業主等を講師とする確保

措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者の全部又は一部を再雇用等により引き続き65

歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の充実その他高年齢者の雇用環境の整備に係る

説明会を開催する。

４ 対象事業主に対する専門家等による相談・助言・援助

社会保険労務士等の専門家を活用し、確保措置の導入、65歳以上の年齢までの定年の引上げ、希望者

の全部又は一部を再雇用等により引き続き65歳を超える年齢まで雇用する制度の導入等の確保措置の

充実その他高年齢者の雇用環境の整備を行うための助言・援助を必要とする対象事業主に対し、個別訪

問の実施、個別説明会の開催等による相談・援助を行う。

５ その他、事業主団体が必要と考える事業であって、事業計画を機構理事長に提出し、認定された事

業。

※ その他高年齢者の雇用環境の整備とは、賃金体系、労働時間、雇用形態等の見直し等による高年齢

者の処遇の改善、高年齢者の職域の拡大、高年齢者の就労を容易にするための作業方法の見直し、

作業設備の改善、高年齢者又は職場管理者を対象とする研修の実施、高年齢者の外部労働市場から

の採用等高年齢者の雇用を推進するための取組みをいいます。

（１）支給対象期間

支給対象事業の実施期間は１年とし、前期（事業開始日から起算して６か月間）と後期（前期終

了日の翌日から起算して６か月間）に区分します。

ただし、火災、地震、洪水その他不可抗力によって事業の継続が困難となったことにより事業終

了申請を行い認定を受けた場合は、事業開始日から事業終了日（事業終了に係る認定決定日）まで

となります。

（２）支給額等

次のイの基本支給額とロの上乗せ支給額の合計額を支給します。

イ 基本支給額

（イ）上限額

計画申請日における対象事業主の数に応じて、【表１】に定める額となります。

なお、前期の支給対象期間の途中で、（１）の理由により事業終了の認定を受けた場合は、総

支給上限額が上限となります。

表 １

対象事業主の数（社）） 総支給上限額（万円） 前期支給上限額（万円）

20〜100 100 50

101〜200 200 100

201〜 300 150

奨励金の支給
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（ロ） 支給対象となる経費

支給対象事業の実施に直接かかった経費とし、支給対象期間中に発生した次のような経費で

す。

【支給対象経費（例）】

実態調査費、謝金（専門家による助言、指導等）、旅費、印刷費、発送費、会場借上経費など（備品

の取得、飲食費、正確な事業費の把握が困難な経費等は除きます）

（ハ）算出方法

支給申請日までに支払を完了した支給対象経費について、次のａ及びｂにより算出した額

（1,000 円未満切り捨て）を前期と後期に区分し、各期ごとに支給します。

ａ 前期支給額

前期実績額（前期に要した支給対象経費で、前期支給申請日までに支払いが完了したものに

限ります。）と【表１】に定める計画申請日における対象事業主の数に応じた前期支給上限額

のうちいずれか少ない額

ｂ 後期支給額

年間実績額（支給対象期間内に要した支給対象経費であって、後期に係る支給申請日までに

支払いが完了したものに限ります。）から前期支給額を控除した額又は【表１】に定める計画

申請日における対象事業主の数に応じた総支給上限額から前期支給額を控除した額のうちい

ずれか少ない額

ロ 上乗せ支給額

（イ）上限額 ２００万円

（ロ）算出方法

２の支給対象事業の成果に応じ、次のａとｂの合計額（その額が 200 万円を超える場合は 200

万円）を基本支給額の後期支給額（前期で事業を終了した場合は、前期支給額）に上乗せして支

給します。

なお、ａ及びｂの両方に該当する場合は、重複して計上することとします。

ａ 希望者全員が６５歳まで働ける措置

対象事業主のうち、支給対象事業の効果により、支給対象期間中に就業規則等により新たに次

のいずれかの措置を講じた事業主（支給対象期間の末日において、高齢法第８条の規定に違反し

ている事業主を除きます。）の数に２万円を乗じた額

(a)定年の定めの廃止

(b)６５歳以上までの定年の引上げ

(c) 希望者全員を対象とする６５歳以上までの継続雇用制度の導入

ｂ ７０歳まで働ける措置

対象事業主のうち、支給対象事業の効果により、支給対象期間中に、就業規則等により次のい

ずれかの措置を講じた事業主（支給対象期間の末日において、高齢法第８条又は第９条の規定に

違反している事業主を除きます。）の数に２万円を乗じた額

(a)定年の定めの廃止

(b)７０歳以上までの定年の引上げ

(c)７０歳以上までの継続雇用制度の導入

・ (注)等詳細は、(社)沖縄雇用開発協会にお尋ね下さい。


