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＜今回の内容＞ 

1. 助成金と補助金につい

て ......................................  P.1 

 

第 44号 平成30年10月1日発行 

今回のニュースレターは、あ

まり知られていない「助成金」

と「補助金」についてまとめて

います。 

助成金と補助金について 
猛暑だった夏が終わり、秋はすぐそこです！ 

EMP通信 発行者：EMP税務会計事務所・EMP行政書士事務所 

助 成金と補助 金について  

■ はじめに 

どうやら、トラ社長が悩んでいます(^-^; 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうなんです。助成金や補助金は「返済不要」なんです。こ

れをうまく使わない手はありません！ 

今月は『助成金』と『補助金』について学んでいきましょう。 

 新しく入ってきてくれたスタッフ

にスキルアップの教育を受け

させたいけど、 

そんなに会社のお金に余裕

がない… 

ほんまはいつか店内をバリアフリーにしたいし、

むしろお金貯めたいねんなぁー… 

 

 名前は聞いたことあるで！でも内容はあんまり分

からへん。助成金と補助金がどう違うんか知らんし

なー 

理想のスタッフ像 

先言うとくけど！ 

 あとは、何かについてお金を

一部補助してもらうってイメー

ジしか浮かばへんなー 

 でも、どうせ数年後とかに返せとか言うん

やろ？ 

そんなん言われても困るんやで！？ 

 

トラ社長、『助成金』や『補助金』って 

聞いたことありますか？ 

 まあまあ、落ち着いて（笑）。 

そうですよね。一般的にはそんな

イメージをもつと思います。 

でも『助成金』も『補助金』も、返さ

なくていいお金なんですよ。 

 うんうん 
会社の資産は人やから

なー、社員のスキルアップ

は欠かせへんやろ！！！ 

悩んでますね… 
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■ 『助成金』『補助金』って、どんなもの？ 

そもそも、なんで『助成金』や『補助金』があるのでしょう

か？ 

 

助成金（厚生労働省管轄のもの）は、労働者の職の安定を目的

として作られました。 

そして助成金の財源は、働いている一人ひとりが毎月支

払っている「雇用保険料」によって賄われています。 

なので、助成金が支給されるには、労働関係の法令に違反

したことがないということが絶対条件です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、補助金は、事業の拡大をサポートすることを目的とし

て作られました。 

国のいろんな施策にあわせて補助金が用意され、募集して

います。なので、補助金の財源はほとんど「税金」です。 

 

 

 

 

 

   

 

また、『助成金』と『補助金』の共通点と相違点はつぎのとお

りです。 

 

 

 

 

■ 募集時期など 

『助成金』と『補助金』は、募集に関する時期や申請までの

流れが異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の給付率は、補助金の内容によっては、応募した会

社の8割が給付されるものもあれば、1割も給付されないよ

うな場合もあります。 

 そういうことです。 

助成金を受給することは、単に返済不

要のお金が給付されるだけではなく、

労働環境が良い会社だという証明にな

るので、会社の信用につながるメリット

があります。 

 

1. 要件を満たしていれば返済不要のお金が支給される 

助成金を受けることによるメリット 

2. 会社の信用につながる可能性がある 

 そうなんです。主な財源が税金であるこ

とと、給付される額が助成金に比べて

大きい代わりに、給付されるには審査

があります。 

そのことについては、この後ゆっくり見

ていきますよ♪ 

 税金が財源っていうことは、なんや給付の許可

が下りるまで難しそうやな… 

共通点 

融資とは違い、どちらも国や地方公共団体から受け取るこ

とのできる『返済しなくていい』お金 

相違点 

助成金は、国や地方公共団体が示す受給要件に満たして

いる場合は、原則だれでも受け取ることができる！ 

補助金は、申請を出しても（審査の結果によっては）受け

取ることができない場合がある。 

 ざっくり言うと、「助成金は受け取れる会

社の数に限りはないけど、補助金は受

け取れる会社の数に限りがある」ってい

うことです。 

助成金 

基本的に随時募集。予算がなくなり次第終了。 

補助金 

年１～3回程度の公募 

申請し、支給要件を満たしていればもらうことができる 

（給付率：ほぼ100％） 

申請し、審査に通過し、支給要件を満たしていればもらうこ

とができる。 

＊公募の募集期間は数週間が一般的なので、短い期間で

申請する必要があります。 

補助金は審査があるんや！ 

気が重いわ～～～ 

 補助金は、給付される会社の数があら

かじめ決まっていますが、その数よりも

多くの応募があるため、審査を通過し

た企業だけが補助金を受け取る事が

できるんです。 

・ 助成金…雇用保険料 
おもな財源 

・ 補助金…ほとんど税金 

 ってことは、助成金が受給できる会社は、「労

働関係の法令に違反がない」って厚生労働省

が認めた会社てことやな！ 

財源も税金ですしね(^-^; 
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ですが、給付されたときに受け取れる金額も大きいので、

あきらめずに応募し続けることが大切です！ 

 

 

 

 

 

■ 『助成金』の対象となるもの 

助成金は、基本的に、雇用する場合など「人」がかかわると

きに対象となります。 

何があるか、定期的に厚生労働省のホームページをチェッ

クしてみることをお勧めします(^-^)。 

 

利用しやすい助成金の一例として、『キャリアアップ助成

金』があります。 

キャリアアップ助成金は、まだ正規雇用でない（契約社員、

アルバイト、パートなど）労働者を正社員に転換するときに

会社がもらえるお金です。正社員に転換した場合、一人あ

たり約60万の助成金を受け取ることができます。 

他にも、正規雇用でない労働者が4人以上健康診断を受け

る場合には、約40万の助成金がもらえます。 

 

 

 

 

■ 『補助金』の対象となるもの 

補助金は、国の施策に沿って事業を実施するときに対象と

なります。 

新しい補助金の情報が不定期に更新されますので、随時、

中小企業庁のホームページをチェックしておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近では、中小企業や小規模事業者が取り組む「サービス

の開発」「試作品開発」「生産プロセスの改善を行うための

設備投資等」の一部を支援するという目的で、『ものづくり・

商業・サービス経営力向上支援補助金』の公募がありまし

た。 

そのときの補助金の上限は、会社の規模や申請内容にも

よりますが、小規模事業の場合で500万、それ以外で1,000

万です。また、数社と共同で取り組むものである場合、その

上限が5,000万になる場合もあります！ 

 

 だから、審査に通るには、その補助

金を利用することで「どれだけ事

業が活性化するか」、「社会に

役立つか」などの必要性を示す必

要があります。 

 へ～そうなんや。確かに、8割の会社が給付

されるものもあるんなら、考えてみてもええ

かもな～ 

 

トラ社長、来年から消費税は軽減税率が

スタートしますが、お店のレジはもう軽減

税率に対応していますか？ 

そういえば… 

あ～また悩みのタネが… 

 まだやなぁ… 

 例えば、過去には「軽減税率対

策補助金」という補助金もありま

した。 

軽減税率対応レジの導入や、受

発注システムの改修を行う際の

費用の一部を補助してくれるも

のだったんですよ。 

 そんなんもあったんや！ 

社員の教育訓練、キャリアアップ 

それぞれの自治体で独自に用意されている助成金 

社員の雇用 

助成金の対象になるもの 

女性、若者の活躍支援 

技術振興 

起業促進 

中小企業振興 

それぞれの自治体で独自に用意されている補助金 

補助金の対象になるもの 

 使えそうやん！ 

 さらに、スキルアップのために受ける研修

の費用も助成金の対象です！ 

がんばりまーす！ 

審査について気になる方は、お気軽にご相談ください(^^) 
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左の図が、助成金と補助金それぞれの支給までの流れで

す。 

補助金には特に必要ありませんが、助成金の場合は主に雇

用にかかわるものであるため、会社で就業規則を作成した

り、場合によっては就業規則の見直しを行う必要がありま

す。 

 

■ 現在受け付けている助成金、補助金 

最後に、現在（2018/09/11）受け付けている助成金と補助金

について紹介します。 

 

 

 

実施 

支給申請 

支 給 

実施計画を作成し、提出する 

実施計画とおりに実施する 

助成金の支給の申請をする 
 

申請書類提出 

書類審査 

支 給 

HP上で公募が掲載される 

期日までに必要書類を提出する 

書類審査が行われる 

実施計画の申請 

公募開始 

面接 

採択決定 

実施 

支給申請 

助成金の支給の申請をする 

採択通知が郵送される 

決定された内容で事業を実施 

補助金の支給の申請をする 

支給要件を満たしていれば、 

支給される 

支給要件を満たしていれば、 

支給される 

 

 

 

〒530-0047 ⼤阪市北区⻄天満5-6-10 
富⽥町パークビル207号 
TEL：06-6316-3755・FAX：06-6316-3756 
MAIL：info@office-emp.com 
Web：http://www.office-emp.com 

[取扱業務] 
 事業計画、キャッシュフ

ローコンサルティング 
 税務顧問・税務調査対策 
 法⼈設⽴ 
 各種セミナー 
 ITコンサルティング、HP作

成、SEO対策など 

EMP税務会計事務所 
EMP⾏政書⼠事務所 
株式会社オフィスEMP 

（ ニュースレター本文  幡司 ） 

- 

助成金を受けようとするときは、就業規則が必要！ 

 

■ 支給までの流れ 

支給は後払いなことに注意！！！ 

補助金 

・ 被災地域販路開拓支援事業 

・ 商店街災害復旧等事業 

（上記2つは、7月豪雨で被害を受けた小規模事業者の事業再建を支

援するもので、近畿圏では京都府と兵庫県が該当） 

・ 中小企業連携組織対策推進事業 

・ 事業承継補助金 

（中小企業が連携して取り組む事業の実現化） 

上の表にはそれぞれの名称のみを並べています。

助成金や補助金はその内容が少し複雑なので、気

になる場合は余裕をもってご相談くださいね。 

助成金 

・ 従業員の雇用維持を図る場合の助成金 

・ 離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金 

・ 新たに起業する場合の助成金 

・ 従業員を新たに雇い入れる場合の助成金 

・ 労働者の雇用環境整備関係の助成金 

・ 仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金 

・ 労働者の職業能力の向上を図る場合の助成金 


