
苫小牧市の雇用調整助成金等申請費用補助金

※消印有効

【申請先】 〒053-8722 苫小牧市旭町４丁目５番６号

苫小牧市緊急経済対策給付金室 雇調金等申請費用補助金担当

※ 簡易書留や一般書留、レターパックプラス（郵便物の追跡が可能で、配達時に受取確認がされるもの）で郵送

※ 郵送申請を基本とします。郵送が困難な方は窓口にご相談ください。

【問合わせ】 0144-32-6445 8：45～17：15（平日）

１ 申請書兼誓約書
２ 雇用調整助成金等の申請書類一式の写し
３ 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
４ 社会保険労務士等へ依頼した費用の内訳が確認できる書類の写し （請求書など）

５ 社会保険労務士等への支払いの完了が確認できる書類の写し （領収書など）
６ 通帳の写し （補助金の振込先／金融機関名、口座番号、口座名義人が分かるページ）

７ 身分証明書（運転免許証など）の写し （個人事業者のみ）

令和２年８月３日

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業を余儀なくされた市内事業者に対し、
事業活動の継続や従業員の雇用維持を図るため、国の「雇用調整助成金等」の申請
費用を補助します。

対象者

※助成金の申請書記載の「休業した事業所住所」が市内であること

補助対象経費

１ 雇用調整助成金等の申請書類の作成に要する経費
２ 提出代行・事務代理に要する経費
※消費税及び地方消費税は補助対象外

※手付金、相談料も対象ですが、助成金の支給決定がない場合は対象外となります。

対象となる休業

社会保険労務士等に支払った次の経費

※休業の開始が令和2年１月24日以降で、9月30日まで
の休業が含まれるもの

雇用調整助成金 緊急雇用安定助成金（緊急特定地域特別雇用安定助成金を含む）

※休業の開始が令和2年２月２８日以降で、9月30日までの
休業が含まれるもの

※雇用保険被保険者を休業させた事業主が対象の助成金 ※雇用保険被保険者以外（パート等）を休業させた事業主への助成金

次の助成金の対象となる休業

申請書類

国の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業者で、
助成金の支給申請にかかる事業所が苫小牧市内に所在する法人又は個人事業者

補助金額 １事業者につき 上限30万円 補助率10/10

ハローワーク

市 内 事 業 者

苫小牧市

社会保険労務士等
④ 補助金申請 ⑤ 補助金交付決定・支給

② 雇用調整助成金等代理申請

① 委託 ③ 支払い

令和２年度補正予算

※社会保険労務士等へ支払う金額が確定した時点で申請することも可能です。詳しくはお問い合わせください。

助成金交付

※申請様式は、市ホームページからダウンロード。市役所9Fでも配布。

※申請は上限額の範囲内で、複数回分合算できます。千円未満の端数切捨。

申請期限 令和３年２月２６日（金）



新型コロナウイルスに関する雇用調整助成金等の特例措置について

★従来は、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を
算定していましたが、実際に支払った休業手当額から簡易
に助成額を算定できるようになりました。

・雇用調整助成金等の相談・代理申請が可能な北海道社会保険労務士会日胆

支部協力会員は別添のリーフレットをご参照ください。

・申請等のご依頼は直接社会保険労務士へお問い合わせください。

※社会保険労務士と顧問契約されている場合は、まず顧問先へご相談ください。

＜社会保険労務士をお探しの方へ＞

お問合せ・ご相談 苫小牧市緊急経済対策給付金室（市役所９階） 0144-32-6445

小規模事業主（従業員概ね20人以下）の方

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金とは

※この期間に1日でも含む賃金締切期間（判定基礎期間）が特例の対象

１人１日 15,000円を上限として支給

助成率

助成額

特例
その１ 中小企業で解雇等していない場合、補助率10/10

雇用調整助成金等の相談窓口

～必要書類や基本的な疑問なら～

胆振総合振興局 申請サポート窓口 0143-24-9588 （8：45～17：00 平日）

ハローワーク苫小牧 0144-32-5221 32＃ （8：30～17：15 平日）

コールセンター 0120-60-3999 （9：00～21：00土日・祝日含む）

特例
その２

＜参考＞新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
事業主の都合による休業期間中、休業手当を受けられない中小企業の労働者のための支援金・給付金
労働者側から事業主の協力を得て申請が可能です。

コールセンター 0120-221-276 月～金8：30～20：00/土日祝8：30～17：15

★申請書類が大幅に簡素化されています。

申請期限の特例

★令和２年１月２４日～５月３１日までの休業では、
申請期限が ８月３１日（月）までに延長されています。

★通常の申請期限は、休業等の末日の翌日から2カ月以内。

緊急対応期間（令和２年４月1日～９月30日までの期間※）の特例措置

事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を国が助成する制度です。

4月、5月に休業した事業者など、
期限をご確認のうえ、

お早めにご検討ください。

国で作成した支給申請マニュアル
（申請の手引き）があり、

申請される事象主が増えています。



まずは社会保険労務士へご相談ください。

お問合せ 苫小牧市緊急経済対策給付金室 0144-32-6445

苫小牧市内会員

苫小牧市外会員 （市外会員に委託した場合も、雇用調整助成金等申請費用補助金の対象となります。）

【受託要件】

１ 労働関係法令を遵守する意識を持ち、支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度に
おける労働保険料の滞納が無いこと。

２ 雇用契約書、労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿、タイムカード等、休業実績を判断できる資料を日頃
より備え付け、速やかにご提示いただけること。

３ 経営者もしくは決裁権限のある方と、直接やり取りができること。
４ 支給決定後も関連書類を保持し、労働局・ハローワークから書類などの提出や実地調査を求められた場

合、応じることができる事業主であること。
５ ご相談の際はマスク着用など、新型コロナウィルス感染拡大防止に配慮いただけること。

【注意事項】

１ すでに顧問契約している社会保険労務士がいる場合、まず顧問先へご相談ください。
２ 以下の場合は受託をお断りさせていただきます。

・ご相談の結果、助成金の受給要件を満たさないと判断した場合。
・法令違反もしくは不正受給に関与するおそれがある場合。
・その他、社会保険労務士が受託困難であると判断した場合。

３ 費用、報酬等は社会保険労務士ごとに異なります。

北海道社会保険労務士会日胆支部 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金 支給申請支援会員

令和２年８月５日現在

社会保険労務士阿部政友事務所 阿部　政友 千歳市末広７丁目８－６　第１ビジュアルビル２階 ０１２３－２５－９４８３

いしむら事務所 石村　邦豪 千歳市千代田町２丁目２２－２ ０１２３－２６－２５２４

おおわだ事務所 大和田　信一 伊達市舟岡町１３４－１３ ０１４２－８２－３５００

社会保険労務士　加藤慎一事務所 加藤　愼一 登別市新川町３丁目１－２７ ０１４３－８５－７０１４

社会保険労務士法人　ダーウィン 佐々木　朋乃 室蘭市東町２丁目２３－２５　ｇｒａｎｄｅａｌ　Ⅰ　３Ｆ ０１４３－８３－５６４３

広田社会保険労務士事務所 廣田　直己 日高郡新ひだか町静内御幸町４丁目２－３８ ０１４６－４３－０００１

山本和秀社会保険労務士事務所 山本　和秀 千歳市長都駅前１丁目１２－１３ ０１２３－２７－２７７２

※お電話の際は市外局番にご注意ください。

板野勝社会保険労務士事務所 板野　　勝 苫小牧市日吉町２丁目９－１２ ０１４４－７２－１６３９

一関社会保険労務士事務所 一関　政志 苫小牧市豊川町２丁目１－２ ０１４４－７５－２７００

金田裕昭社会保険労務士事務所 金田　裕昭 苫小牧市表町１丁目４－５　NCビル２F ０１４４－３４－５１１０

社労士　黒江労務事務所 黒江　清香 苫小牧市川沿町５丁目１－１５　２階 ０１４４－７４－１３１３

小玉労務事務所 小玉　　誠 苫小牧市旭町４丁目７－１６ ０１４４－３４－４６３３

ＫＭ社会保険労務士法人　苫小牧事務所 定蛇　  萌 苫小牧市表町２丁目１－１４　王子不動産第３ビル５階 ０１４４－３６－７２３０

菅原　清社会保険労務士事務所 菅原　　清 苫小牧市汐見町３丁目１４－１５ ０１４４－３４－７８７３

ＫＭ社会保険労務士法人　苫小牧事務所 杉田　  優 苫小牧市表町２丁目１－１４　王子不動産第３ビル５階 ０１４４－３６－７２３０

松本新一社会保険労務士事務所 松本　新一 苫小牧市末広町２丁目６－１１ ０１４４－３４－３３８８

社労士　ヤナセ事務所 柳瀬　留美子 苫小牧市美園町２丁目１２－１４ ０１４４－８４－３１３０

社会保険労務士　綿貫事務所 綿貫　陽生 苫小牧市啓北町１丁目１４－１５ ０１４４－７２－８０２２



お問合せ・申込 苫小牧市緊急経済対策給付金室 0144-32-6445

社会保険労務士が個別の相談をお受けします

■日時■
令和２年８月６日（木）、７日（金）、１１日（火）の３日間

■場所■ 市役所 ９階 緊急経済対策給付金室

事前予約制（先着順）が必要です。
下記までお申し込みください。

■ご注意■

■相談料■ 無料 （１人あたり30分以内）

対象労働者の賃金台帳、タイムカード、出勤簿、雇用契約書、労働条
件通知書、就業規則等、勤務の状態がわかるものをお持ちいただくと、
より具体的な相談が可能です。

ご相談にあたり、マスクの着用をお願い致します。また、当日発熱・風
邪症状がある場合、ご相談はお控えください。

■申込み■

本相談会は、北海道社会保険労務士会日胆支部にご協力頂き実施します。
相談員は日ごと・時間帯ごとに代わります。

□ 申請に必要な書類って？
□ うちは対象になるの？
□ すでに「休業」している場合

はどうなるの？
□ パート・アルバイトを休業さ

せた場合は？？

午前１０時から午後４時まで

□ 補助上限額15,000円まで増額
□ 申請手続きが簡素化
□ 申請が増えてきています
□ 申請代理費用の補助があります

北海道の要請により、４月、５月に休業した事業者の方の雇用調整助成金等の申請期限
は8月31日（月）までとなっています。

緊急


