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「京都の未来を拓く次世代産業
人材活躍プロジェクト」

• 本プロジェクトは、2019年4月から、厚生労働

省の「地域活性化雇用創造プロジェクト」を活
用し、京都の主要産業であるものづくり産業、
非正規率の高い観光関連産業、特に人手不
足が深刻な建設業を対象として、産学公・公
労使の「オール京都」体制のもとで、AI・IoT技

術等を活用した生産性向上や就労環境改善
に取り組み、質の高い安定的な雇用を創出
することを目的とした事業です。

3



１．事業の目的

目的

• 技術とプロデュース能力を兼ね備えた次世代
型職人の育成を促進する。

• 従来の労働環境に対する意識改革を促し、
現代社会に適用した働き方が実現できるよう
に促す。
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２．事業の内容

内容

• 技術だけではなく、プロデュース力を兼ね備えた、次
世代の職人の在り方を伝える研修やセミナーを開催
するとともに、生産性の向上や働き方改革について広
く啓発を行いながら、事業者らにも従来の労働環境に
対する意識改革を促し、良質雇用の創出につなげる。

• 京都職人工房などこれまでの事業で培った伝統産業
にとどまらないクリエイティブ領域のネットワークを生
かし、さらに金融機関や商工会議所等と連携しながら、
より層の厚い発展的な関係性をもたらすことができる
ように、専任コーディネータの持続的なサポートを実
施する。
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３．補助対象事業者の条件

以下、3項目すべてを満たす正規雇用

・1カ月当たりの平均労働時間数が160時間以内

・1カ月当たりの平均出勤日数が19日以内

・1カ月当たりの平均所定内給与額が257,600円以上
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４．補助対象事業とは

• 正規雇用者の技術習得、スキルアップのため
に行う研修事業

• 正規雇用者への事業承継を見据えた後継者
育成事業

• 生産性の向上や働き方改革への労働環境改
善事業
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５．補助対象期間

交付決定日の次月1日から最長3ヵ月（令和3年
1月31日まで）

※イメージ

① ４月から雇用されていても、補助対象は交付決定日の次
月から

② 雇用予定で交付決定を受けた場合、新規に雇用契約が
成立してから
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
雇用期間

交付決定 7/29

交付開始

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
雇用期間

交付決定 7/29

交付開始



６．事業のスキーム
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７．補助対象経費➀

対象内容

• 社内の誰かが指導者として従事した時間を基に
算出した経費

＜算出方法＞

研修に従事した時間×補助単価（※）

※補助単価とは
指導者として従事した方の
１時間当たりの賃金単価。
ただし、上限は2500円/時間
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７．補助対象経費②

対象内容

• 補助対象事業の実施に要した経費

(消費税は除きます)

＜例＞

新たに雇用した社員を対象とした

接遇や会計研修などを業者に

委託又は受講に要した経費
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８．補助金額限度額、算定方法等

限度額

• 新規雇用1人当たり月額最大10万円

最長3か月

算定方法

• 補助金の額に１，０００円未満の端数が出た
時は切り捨てとします。
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■想定例■

・週休２日制（土日休み） ・就業時間 ８時間／日

・月所定内給与額 258,000円

京都太郎さん を雇用京都○○製造所

指導者

A B
給料月額 ２００，０００円

・時間単価
２０万円÷

１，２５０

給料月額 ３２０，０００円
・時間単価
３２万円÷

２，０００

C
給料月額 ４２０，０００円
・時間単価 ４２万円÷

２，６２５ ＞２，５００円 Cさんの時間単価：２，５００円
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■想定例■ パターン①

A
指導

３時間の研修を３ヶ月実施

●１ヶ月分の研修費
＠１，２５０円×３時間×１８日＝６７，５００円

●研修期間（３ヶ月分）の研修費
＠６７，５００円×３ヶ月＝２０２，５００円

→千円未満の端数は切り捨てなので ２０２，０００円

補助金申請額 14



■想定例■ パターン②

指導

４時間の研修を３ヶ月実施

●１ヶ月分の研修費
＠２，０００円×４時間×１５日＝１２０，０００円＞１００，０００円

↑限度額
●研修期間（３ヶ月分）の研修費

＠１００，０００円×３ヶ月＝３００，０００円

補助金申請額

B
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■想定例■ パターン③

A
指導

AさんもBさんも２時間ずつの研修を３ヶ月実施

●１ヶ月分の研修費
【Aさん】１，２５０円×２時間×１８日＝４５，０００円
【Bさん】２，０００円×２時間×１８日＝７２，０００円
４５，０００円+７２，０００円＝１１７，０００円＞１００，０００円

↑限度額
●研修期間（３ヶ月分）の研修費

＠１００，０００円×３ヶ月＝３００，０００円

補助金申請額

指導
B
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■想定例■「２人雇用した場合」

京都太郎さん と、

京都花子さん を雇用
京都○○製造所

指導者

A B
給料月額 ２００，０００円

・時間単価
２０万円÷

１，２５０

給料月額 ３２０，０００円
・時間単価
３２万円÷

２，０００

C
給料月額 ４２０，０００円
・時間単価 ４２万円÷

２，６２５ ＞２，５００円 Cさんの時間単価：２，５００円
17

・週休２日制（土日休み）

・就業時間 ８時間／日

・月所定内給与額 258,000円



■想定例■ パターン④

A
指導

Aさんが太郎さんにも花子さんにも４時間指導

●１ヶ月分の研修費
【太郎】１，２５０円×４時間×１８日＝９０，０００円
【花子】１，２５０円×４時間×１８日＝９０，０００円

●研修期間（３ヶ月分）の研修費
【太郎】９０，０００円×３ヶ月＝２７０，０００円
【花子】９０，０００円×３ヶ月＝２７０，０００円

２７０，０００円＋２７０，０００円＝５４０，０００円

補助金申請額

指導
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■想定例■ パターン⑤

指導

毎日 Cさんが太郎さんにも花子さんにも２時間指導

●１ヶ月分の研修費
【太郎】２，５００円×３時間×１８日＝１３５，０００円＞１００，０００円

↑限度額
【花子】２，５００円×３時間×１８日＝１３５，０００円＞１００，０００円

↑限度額
●研修期間（３ヶ月分）の研修費

【太郎】１００，０００円×３ヶ月＝３００，０００円
【花子】１００，０００円×３ヶ月＝３００，０００円

３００，０００円＋３００，０００円＝６００，０００円

補助金申請額

指導

19

C



■想定例■ パターン⑥

指導

Bさんは太郎さんに
４時間の研修を３ヶ月実施

●1ヶ月分の研修費
【太郎】＠２，０００円×４時間×１５日＝１２０，０００円＞１００，０００円

↑限度額
【花子】＠２，５００円×３時間×１６日＝１２０，０００円＞１００，０００円

↑限度額
●研修期間（３ヶ月分）の研修費

【太郎】＠１００，０００円×３ヶ月＝３００，０００円
【花子】＠１００，０００円×３ヶ月＝３００，０００円

３００，０００円＋３００，０００円＝６００，０００円

補助金申請額

B
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C
指導

Cさんは花子さんに
3時間の研修を３ヶ月実施



９．応募手続の概要①

募集期間

• 令和2年6月12日(金)～随時年内募集

※できるだけ早く提出してください。

こちらで確認して、不備があれば期間内に

修正していただきます。
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９．応募手続の概要②

提出先（お問い合わせ先）

〒600-8813 京都市中京区中堂寺南町134
京都リサーチパーク株式会社
地域開発部 担当者：野口・野田

E-mail : dsn-info@krp.co.jp
TEL: 075-315-9185

※リモートワーク推奨期間につき、電話でのお問い合わせは
担当者不在が多くございます。

そのため、お問い合わせの際は、上記アドレスまでメールに
てご連絡いただけましたら、こちらから折り返しお電話させて
頂きます。
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９．応募手続の概要③

提出書類

 令和2年度新文化産業就業支援事業費補助金交付
申請書（押印要）

 別紙１ ：事業実施計画書
 別紙1-1：申請事業者（企業）の情報
 別紙２ ：事業費所要額調
 別紙３ ：収支予算書
 雇用証明書
 会社概要資料（パンフレット等）
※雇用を証明する書類を添付
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９．応募手続の概要④

提出方法

• 郵送または持参

＜郵送＞

「新文化産業就業支援事業費補助金申請書類在
中」と朱書

簡易書留や特定記録などを利用し、配達されたこと
が証明（確認）できる方法で郵送すること

＜持参＞

平日９：００～１７：４０ ※事前にご連絡ください
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１０．選考及び交付の決定

選考および通知

• 京都府において協議し決定

→決定後、速やかに書面で通知

主な着眼点

 「事業の実現可能性」

 「事業の継続性」

 「事業効果」 等
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１１．補助金の交付について

提出期限
• 補助対象事業の完了後、次月10日まで

注意事項
• 事業実施表（研修の記録）は毎月初に提出
• コーディネーターが随時訪問します

交付時期
• 事業内容の検査と経費内容の確認し、交付すべ
き補助金の額を確認した後、精算払い
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１２．交付決定後の注意事項①

変更・廃止について

• 交付決定を受けた後、本事業の内容を変更しようと
する場合、または本事業を廃止しようとする場合等
には、事前に承認を受けなければなりません。

※第２号様式 参照

遂行状況について

• 補助事業期間中において、事業の遂行状況等を現
地調査等により適宜確認いたします。

• 事業成果をホームページ等で公開することがありま
す。
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１２．交付決定後の注意事項②

交付の取消・補助金の返還について

• 補助金交付要領等に違反をした場合や、補助金を目
的外に使用した場合には、交付決定の取り消し、補助
金の返還を求めることがあります。

書類保管の義務

• 補助事業に関する証拠書類については、事業実施年
度の終了後５年間は保存願います。

雇用状況の確認について

• 事業終了後も、新規雇用者の雇用状況について確認
を行います。
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