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Ⅱ－１ 正社員化コース

○ 就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に
助成します。

支給額 ＜ ＞は生産性の向上が認められる場合の額、（ ）内は中小企業以外の額

① 有期 → 正規：１人当たり57万円＜72万円＞（42万7,500円＜54万円＞）

② 有期 → 無期：１人当たり28万5,000円＜36万円＞（21万3,750円＜27万円＞）

③ 無期 → 正規：１人当たり28万5,000円＜36万円＞（21万3,750円＜27万円＞）
＜①～③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで＞

※ 正社員化コースにおいて、「多様な正社員（勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員）」
へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③：１人当たり28万5,000円＜36万円＞（大企業も同額）

※ 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
（転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります）
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算
（転換等した日において35歳未満である必要があります）

・ いずれも①：１人当たり95,000円＜12万円＞、②③：47,500円＜60,000円＞（大企業も同額）

※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用し
た場合に助成額を加算

・ ①③：１事業所当たり95,000円＜12万円＞（71,250円＜90,000円＞） ＜１事業所当たり１回のみ＞

○ 上記のほか、人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）の有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働
者等として転換または直接雇用した場合、人材開発支援助成金に規定する額を申請できますので、詳しくは
管轄労働局の人材開発支援助成金担当窓口にお尋ねください。

① 次の(１)から(４)までのいずれかに該当する労働者であること。

対象となる労働者

(１) 支給対象事業主に雇用される期間が通算※1して６か月以上の有期雇用労働者※2

※1 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、
これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が６か月以上ある場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約
の契約期間は通算しない。また、学校教育法に規定する学校、専修学校または各種学校の学生または生徒であって、大
学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のものであった期間は通算しない。以下同じ。

※2 有期雇用労働者から転換する場合、雇用された期間が通算して３年以内の者に限る。

有期雇用労働者から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去３年以内に、当該事業主の事業
所において、無期雇用労働者として６か月以上雇用されたことがある者は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。

(２) 支給対象事業主に雇用される期間が６か月以上の無期雇用労働者（p.15(４)に該当する者を除く）

○ 次の①から⑨までのすべてに該当する労働者が対象です。

【注意】過去に無期雇用労働者であった有期雇用労働者が正規雇用労働者に転換する場合は、
無期雇用労働者とみなすこととしています。

① 転換日の前日から過去３年以内において、６か月以上無期雇用労働者であった場合
→ 有期→正規の申請であっても、無期→正規としての申請とみなします。

② 転換日の前日から過去３年以内において、無期雇用労働者であった期間が６か月未満ま
たは一度も無期雇用労働者ではなかった場合

→ 有期雇用労働者となります。



(３) ６か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における
業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者※3

※3 昼間学生であった期間を除く。有期派遣労働者から直接雇用する場合、雇用された期間（派遣元事業主に有期雇用労
働者として雇用された期間）が３年以内の者に限る。

同一の派遣労働者が６か月以上の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。

(４) 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練（人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）による
ものに限る。）を受講し、修了した有期雇用労働者等※4

※4 有期雇用労働者から転換する場合にあっては、雇用された期間が３年以内の者に限る。
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② 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
（正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期雇用労働者等で雇用された者であって正規雇
用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。）

③ 次の(１)または(２)のいずれかに該当する労働者等でないこと。

④ 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の３親等以内の親族※６ 以外の
者であること。

※6 民法（明治29年法律第89号）第725条第１号に規定する血族のうち３親等以内の者、同条第２号に規定する配偶者及
び同条第３号に規定する姻族をいう。

⑤ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継
続支援Ａ型の事業所における利用者以外の者であること。

⑥ 支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職※７ していない
者であること。

※7 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに
帰すべき理由による解雇を除く 。

⑦ 支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者、または無期雇用労働者、
無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。

⑧ 転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定
年年齢に達する日までの期間が１年以上である者であること。

⑨ 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。

(１) 有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または
直接雇用日の前日から過去３年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連
性からみて密接な関係の事業主（財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に規定す
る親会社、子会社、関連会社および関係会社等をいう。以下同じ。）において正規雇用労働者として
雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者または取締役、社員※５、監査役、協同
組合等の社団または財団の役員であった者

(２) 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から
過去３年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係
の事業主において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若し
くは委任の関係にあった者または取締役、社員※５ 、監査役、協同組合等の社団または財団の役員
であった者

※5 社員とは、合名会社、合資会社または合同会社の社員を指し、いわゆる従業員という意味ではありません。

派遣元の雇用期間になりますのでご注意ください。



(1) 有期雇用労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度※1を労働協約または就

業規則その他これに準ずるもの※2に規定している事業主※3であること。

※１ 面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件（勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基
準等をいう。以下➁においても同じ）および転換または採用時期が明示されているものに限る。ただし、年齢制限の設定や勤続
年数の上限設定（例えば、「○歳未満」「勤続○年未満」）などにより転換の対象となる有期雇用労働者等を限定している場合
を除く。

※2 当該事業所において周知されているものに限る。以下すべてのコース同じ

※3 有期雇用労働者等を多様な正社員に転換する場合は、多様な正社員制度（雇用区分（勤務地限定正社員、職務限定正社
員、短時間正社員）および労働条件を労働協約または就業規則に、当該転換制度を労働協約または就業規則その他これに
準ずるものに規定したものをいう。）を規定している事業主であること

(2) 上記（１）の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働

者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。

(3) 上記（２）により転換された労働者を、転換後６か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して

転換後６か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。

※4 勤務をした日数が11日未満の月は除く ※5 時間外手当等を含む。以下、特別の定めがある時を除きすべてのコース同じ

(4)   多様な正社員への転換の場合にあっては、上記（１）の制度の規定に基づき転換した日において、対象労

働者以外に正規雇用労働者（多様な正社員を除く。）を雇用していた事業主であること。

(5)  支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。

(6) 転換後６か月間の賃金※6を、転換前６か月間の賃金と比較して、次に掲げるアまたはイを満たすように

増額させている事業主であること。
※6 原則所定労働時間１時間当たりの賃金で比較する。ただし、転換前後において所定労働時間に変動がなく支給形態がいずれ

も月給であって変形労働時間制でない場合または変形労働時間制であって所定労働時間及び支給形態に変更がない場合は
６か月間の賃金の総額 。

支給対象事業主が実施した人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）の有期実習型訓練を受講し、修了した有期雇用労
働者等であって、転換等前の期間が６か月未満の場合は転換前の雇用期間に応じた賃金。

ア 基本給および定額で支給されている諸手当※7（賞与を除く）を含む賃金の総額を５％以上増額させていること

イ 基本給、定額で支給されている諸手当※7および賞与※8を含む賃金の総額を５％以上増額させていること

※7 【諸手当】 →p.２４「賃金５％以上増額の際に含めることのできない手当」も参照のこと。

名称の如何を問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものは除く。

転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定及び計算の方法（支給要件を含む）が就業規則ま
たは労働協約に記載されているものに限る（転換前において定額で支給される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかか
わらず転換前６か月間の賃金に含める）。

ただし、固定残業代の総額又は時間相当数を減らしている場合であって、かつ転換前後の賃金に固定残業代を含めた場合
に、上記アまたはイのいずれも満たさない場合のみ、「定額で支給されている諸手当」に固定残業代を含む。また、時給制の場
合は１時間あたりの、日給制の場合は１日あたりの単価が定められている手当については、「毎月の状況により変動することが見
込まれるもの」には該当しない。以下、正社員化コースにおいて同じ。

※8 【賞与】 →p.２５「賃金５％以上増額の際に含めることのできない賞与」も参照のこと。

就業規則又は労働協約に支給時期（「○月○日に支払う。」「○月に支払う。」等、最低限支給月が記載されているもの。）及

び支給対象者が明記されている場合であって、転換後６か月間の賃金算定期間中に賞与が支給されている場合（当該算定期

間中に賞与が支給されていない場合には、支給申請時点で支給時期及び金額が確定しているものを含む。なお、支給申請時

点で申告した金額と比べて、結果的に支給した金額が増加した場合は支給申請時点において申告されたものを転換後の６か

月の賃金に含む。ただし、転換時期や支給時期のタイミング等により実態として処遇の改善が確認できない場合は算定から除

く。）に限り転換後の６か月の賃金に含めることができる。

転換後の賞与を含める場合であって、転換前６か月間の賃金算定期間中に賞与が支給されている場合、就業規則等の規定

にかかわらず当該転換前の賞与を転換前６か月の賃金に含める。

なお、上記①(6)アにおける「賞与」については、※8のように限定されるものではなく、賞与として支給されるもの全般を指す。16

対象となる事業主

① 有期雇用労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する場合、および

無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合

⇒ 次の（１）から（16）までのすべてに該当する事業主が対象です。



(7) (6)のイの場合、転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額※9を、転換前と比較し
て低下させていない事業主であること※10 。

※9 転換前後において所定労働時間若しくは支給形態が異なる場合、又は時給制若しくは日給制の場合は所定労働時間１時間
当たりの賃金。

※10 低下した理由が転勤に伴う地域手当の支給額の変更や家族が扶養から外れた場合の家族手当の支給額の変更など合理
的な理由による低下は除く。

(8） 当該転換日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過する日までの間に、当該転換を行った適

用事業所において、雇用保険被保険者※11を解雇※12等事業主の都合により離職させた事業主以外の

者であること。

※11 雇用保険法第38条第１項第１号に規定する短期雇用特例被保険者および同法第43条第１項に規定する日雇労働被保険
者を除く。以下すべてのコース同じ

※12 天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは労働者の責めに帰すべき理由によるものを除く。
以下すべてのコース同じ

(9) 当該転換日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過する日までの間に、当該転換を行った

適用事業所において、雇用保険法第23条第１項に規定する特定受給資格者（以下「特定受給資格

者」という）となる離職理由のうち離職区分１Ａまたは３Ａに区分される離職理由により離職した者（以

下「特定受給資格離職者」という）として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数

を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が６％を超

えている※13事業主以外の者であること。

※13 特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が３人以下である場合を除く。以下②においても同じ。

(10) 上記（１）の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、そ

の対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。

(11) 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保

険者として適用させている事業主であること。

(12) 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者が社会保険の適

用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている

（無期雇用労働者の場合、労働条件が社会保険の適用要件を満たすときに限る。）または社会保険の

適用要件を満たさない事業所の事業主（任意適用事業所の事業主、個人事業主）が正規雇用労働者

に転換させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。

(13) 母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日に

おいて母子家庭の母等または父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換した者であること。

(14) 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合に

あっては、当該転換日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該転換日において35歳未満

の有期雇用労働者等を転換した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づ

く認定事業主であること。

(15) 勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、

キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度または職務限定

正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること。

(16) 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては､当該生産性要件を満たした事

業主であること。

17

転換日
4/1 10/1 3/31

６か月

9/30（転換日の前日)

1年を経過する日（例）正社員転換日が10月1日の場合
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② 派遣労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者として直接雇用する場合

⇒ 次の（１）から（16）までのすべてに該当する事業主が対象です。

(1) 派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用する制度※1、※14を労働協
約または就業規則その他これに準ずるもの※2に規定している事業主であること。

※14 派遣労働者を多様な正社員として直接雇用する場合は、多様な正社員制度（雇用区分（勤務地限定正社員、職務限定
正社員、短時間正社員）および労働条件を労働協約または就業規則に、当該転換制度を労働協約または就業規則その他
これに準ずるものに規定したものをいう。）を規定している事業主であること

(2) 派遣先※15の事業所その他派遣就業※16場所ごとの同一の組織単位において６か月以上の期間継
続して同一の派遣労働者を受け入れていた事業主であること。

※15 派遣法第２条第４号に規定する派遣先をいう。以下同じ。
※16 派遣法第23条の２に規定する派遣就業をいう。以下同じ。

(3) 上記（１）の規定に基づき、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を正規雇用労働者または
無期雇用労働者として直接雇用したものであること。

(4) 上記（１）により直接雇用された労働者を直接雇用後６か月以上の期間継続して雇用し、当該労働
者に対して直接雇用後６か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。

(5) 多様な正社員として直接雇用する場合にあっては、上記（１）の制度の規定に基づき直接雇用した
日において、対象労働者以外に正規雇用労働者（多様な正社員を除く。）を雇用していた事業主で
あること。

(6) 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。

(7) 直接雇用後の６か月の賃金※6を、直接雇用前の６か月間の賃金と比較して、次に掲げるアまたはイ
を満たすように増額させている事業主であること。（詳細はp.16①（６）をご覧ください。）

ア 賞与を除き定額で支給されている諸手当※7を含む賃金の総額を５％以上増額させていること

イ 定額で支給されている諸手当※7及び賞与※8を含む賃金の総額を５％以上増額させていること

(8) 当該直接雇用日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過する日までの間に、当該直接雇
用を行った適用事業所において、雇用保険被保険者※11を解雇※12等事業主の都合により離職さ
せた事業主以外の者であること。

(9) 当該直接雇用日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過する日までの間に、当該直接雇
用を行った適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給
資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該直接雇用を行った日における雇用保
険被保険者数で除した割合が６％を超えている※13事業主以外の者であること。

(10) 上記（１）の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、
その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。

(11) 正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該者を雇
用保険被保険者として適用させている事業主であること。

(12) 正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該者が社
会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として
適用させている（無期雇用労働者の場合、労働条件が社会保険の適用要件を満たすときに限る。）
または社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主（任意適用事業所の事業主、個人事業
主）が正規雇用労働者として直接雇用した場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用し
ている事業主であること。

(13) 母子家庭の母等または父子家庭の父の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、
当該直接雇用日において母子家庭の母等または父子家庭の父の派遣労働者を直接雇用した者で
あること。



（14) 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の直接雇用に係る支給額の適用
を受ける場合にあっては、当該直接雇用日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、
当該直接雇用日において35歳未満の派遣労働者を直接雇用した者であること。また、支給申請日
においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。

(15) 勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、
キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度または職務限
定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に直接雇用した事業主である
こと。

(16) 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした
事業主であること。
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○１ 平成27年労働者派遣法改正による改正前の労働者派遣法第40条の４または第40条の５によ
り、労働契約の申込み義務の対象になる者を直接雇用する場合を除きます。

（改正法施行日（平成27年9月30日）時点より前から行われている労働者派遣が該当）

○２ 派遣法第40条の６の労働契約申込みみなし制度の対象になった者を直接雇用する場合を除き
ます。

○３ 労働者派遣の受入れ期間（派遣法第26条第１項第４号に規定する労働者派遣の期間をいう）
の終了の日までの間に、派遣先に雇用されることを希望する者との間で労働契約を締結する
場合に限ります。なお「労働者派遣の受入れ期間の終了の日までに・・・労働契約を締結す
る場合」とは、同日までの間にこの派遣労働者を労働させ、賃金を支払うことを約束し、ま
たは通知した場合は、この派遣労働者に対し、労働契約の申込をしたこととなり、就業を開
始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して１か月以内であるときを含むも
のとして取り扱います。

派遣労働者を直接雇用する際の留意点


