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緊急雇用創出事業基金事業（地域人づくり事業） 

愛知産ジビエ利活用促進人材育成事業に係るＱ＆Ａ 

平成27年1月20日現在

№ 質   問 回   答 

1  新規雇用失業者の通勤手当に係る消費税

の取扱はどのようにすればよいか。 

(1) 課税事業者の場合 

通勤手当については、すでに消費税が含まれて

いることから、人件費の算出にあたっては、新規

雇用失業者等に支給した通勤手当から消費税分を

減額したものを、消費税が含まれない給与等と合

算し、これに1.08を乗じて得た額を人件費としま

す。 

（例）新規雇用失業者給与等200,000円、 

通勤手当10,000円の場合 

(2) 免税事業者の場合 

新規雇用失業者に支給した通勤手当（税込み）

を、消費税が含まれない給与等合算した額を人件

費とします。 

（例）新規雇用失業者給与等200,000円、 

通勤手当10,000円の場合 

2 受託者自ら行うＯＦＦ－ＪＴの場合で、

外部講師の謝金単価はいくらで算出すれば

よいか。 

 １時間あたり5,600円で算出してください。 

3  ＯＦＦ－ＪＴを県外で実施してもよい

か。 

 人材育成に必要な研修施設が県外にしかない場

合等、必要に応じ研修場所が県外となることは差

し支えありません。 

4  過去に基金事業で雇用した者を新規雇用

失業者として雇用してよいか。 

 平成 25 年度に実施した基金事業において雇用

期間が満了した者を、引き続き同一の受託者が地

域人づくり事業で新規雇用失業者として雇用する

ことは認められません。 

5 ふるさと雇用特別再生基金事業、緊急雇

用創出事業（緊急雇用事業、重点分野雇用

創出事業、起業支援型地域雇用創造事業）

に従事していた失業者は対象となるか。 

 対象となります。 

なお、地域人づくり事業と従前の基金事業の雇

用期間は通算しません。 

賃金 200,000 円
通勤手当（税抜き） 9,260 円

小計 209,260 円
消費税 16,740 円

人件費合計 226,000 円

賃金 200,000 円
通勤手当（税込み） 10,000 円

小計 210,000 円
消費税 － 円
人件費合計 210,000 円



2 

6  採用面接時点においては在職中である

が、委託事業の開始前に契約期間満了等が

確実な者を新規雇用失業者として取り扱う

ことは可能か。 

 可能です。 

7  新規雇用失業者に欠員や退職者が生じた

場合の取扱はどうすればよいか。 

 人材育成事業であるので、欠員や退職者の補充

が認められるのは、補充者のために新たに人材育

成・就業計画書を策定し、当初に想定した所定の

人材育成が達成できる場合に限られます。 

 なお、業務委託仕様書において、ＯＪＴ又はＯ

ＦＦ－ＪＴの一環として特定の事業を実施させる

場合にあっても、そのために補充することは認め

られません。 

 また、欠員が生じた新規雇用失業者の代わりに

既雇用者が特定の事業を実施することは、人材育

成と認められないためできません。 

8  事業の実施に係る収入はどのように考え

たらよいか。 

 人材育成を目的としている事業ですので、原則

収入は発生しないと考えますが、個別の事案に

よって判断します。 

9  本事業に従事する既雇用者が、ＯＦＦ－

ＪＴの講師を務めること可能か。 

 可能です。 

10  No.9 の場合、講師謝金は事業費から支出

できるか。 

 できますが、既雇用者に対し講師期間の謝金と

給与等の二重払いは認められません。 

11  No.10の場合、委託者の謝金規定を適用す

るのか。 

 外部講師ではありませんので、受託者の謝金規

定を適用します。 

12  受託者の中の、本事業に従事しない職

員・役員がＯＦＦ－ＪＴの講師を務めるこ

とは可能か。 

 可能です。 

13  No.12 の場合の講師謝金は事業費から支

出できるか。 

できますが、既雇用者に対し講師期間の謝金と

給与等の二重払いは認められません。 

14  No.13の場合、委託者の謝金規定を適用す

るのか。 

 外部講師ではありませんので、受託者の謝金規

定を適用します。 

15  ＯＪＴでの研修は、「講義」形式が必要か。  ＯＪＴについて、「講義」形式は必ずしも必要で

はありません。 

16  委託事業の運営管理を行う上で、補助員

等が必要となるため、人件費（新規雇用失

業者以外の人件費）を対象経費として計上

することは可能か。 

 委託事業に従事したと確認できる範囲で計上す

ることは差し支えありません。 

17  事業の途中で新規雇用者が自己都合によ

り退職した場合、退職者の補充は、当該退

職者の雇用されることが可能であった期間

の範囲内で可能であるか。 

 人材育成を行う事業であることから、事業期間

中に退職した者に係る人材育成計画をそのまま適

用する形で補充することは不適切ですが、新たに

人材育成計画を策定すれば、当該退職者が雇用さ

れる予定だった期間の範囲内で可能です。 
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18  業務完了後、受託先から提出された実績

報告書に記載された精算額について、一般

管理費が率計上されている場合、それを実

費扱いすることは可能か。 

 委託契約及び委託料の精算においては、原則と

して間接費の率計上が認められなくなりました。

契約時の見積書は、各費用の積み上げにより計上

する必要があります。また、委託料の精算時には、

請求書や領収書等で支払の明細が確認できない経

費は対象となりません。 

 なお、契約時等に率計上できる場合については、

委託先の社内規定等で一般管理費について、直近

年度の損益計算書の売上原価 に占める一般管理

費の割合によって決定すると定めている場合に限

り、その割合を基に算出することも可能です。 

ただし、その割合については、 

① 直近の損益計算書の売上原価に占める一般

管理費の割合が県の事業設定時に用いた一般

管理費の割合（10％）よりも高い場合は、事業

設計時に用いた一般管理費の割合 

② 直近の損益計算書の売上原価に占める一般

管理費の割合が県の事業設定時に用いた一般

管理費の割合（10％）よりも低い場合は、直近

年度の損益計算書の売上原価に占める一般管

理費の割合 

とします。 

19  新規雇用失業者を、受託者の他業務に従

事させることは可能か。 

 受託者の業務であっても、本事業の人材育成・

就業支援計画に基づかない業務に新規雇用失業者

を従事させることはできません。 

20  新規雇用失業者の雇用開始時期はいつ

か。 

 平成２７年３月３１日までに勤務している必要

があります。 

21  平成２７年３月３１日までに新規雇用失

業者が３人以上雇用できない場合に事業は

どうなるのか。 

 平成２７年３月３１日までに雇用できた新規雇

用失業者で事業を実施することになります。 

 なお、仮に、計画通りに新規雇用失業者が雇用

できない場合であっても、新規雇用失業者の代わ

りに従来雇用者が業務に従事することはできませ

ん。 

 また、従来雇用者は、新規雇用失業者を指導す

る立場であり、従来雇用者だけで業務を遂行する

ことはできません。 

22 平成２７年３月末までに新規雇用失業者

を１人も雇用開始できない場合に契約はど

うなるのか。 

契約を解除し、求人募集や契約事務に係る経費

を既に負担していたとしても委託料を支払うこと

はできません。 

23  新規雇用失業者を募集するに当たり公共

職業安定所へ求人申し込みを行うことは必

要か。 

 必要です。 

24  新規雇用失業者を採用する際、確認する

事項は何か。 

 採用しようとする者が 

① 失業状態であること、 

② 過去において他の地域人づくり事業に雇用さ

れた期間と通算して１年以内（東日本大震災等

による被災求職者を除く。）であること 

です。 
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25  新規雇用失業者の雇用期間について定め

はあるか。 

 新規雇用失業者の雇用期間は、過去において他

の地域人づくり事業に雇用された期間と通算して

１年以内（東日本大震災等による被災求職者を除

く。）です。 

 なお、新規雇用失業者の雇用期間は１年以内と

し、更新はできません。 

 また、新規雇用失業者の雇用期間は少なくとも

４か月以上としてください。 

26  新規雇用失業者として学生（卒業予定者）

を対象としてよいか。 

 在学中の学生は対象外です。 

 ただし、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等

の定時制の課程の者は在学期間中でも求職活動を

行っている場合は対象とできます。 

27  卒業予定者を失業者として取り扱うこと

は可能か。 

 採用面接時点で未内定の状態であり、卒業後の

事業開始時点で失業状態であることが予測される

者については、失業者として取り扱います。 

28  №27の場合、いつから雇用できるか。  卒業日の翌日以降とします。 

30  新規雇用失業者が休職等により、就労し

ない無給期間に係る人件費は経費となる

か。 

 無給期間の人件費を支弁することはできませ

ん。 

31  新規雇用失業者が年次有給休暇を取得し

た場合の人件費は経費となるか。 

 法定内の有給休暇であれば対象となります。 

32  新規雇用失業者の事務スペースを確保す

るため、新たに事務室を賃借することは可

能か。 

 既存の事務室内において人材育成を行うに当

たっての事務スペースを確保できないような場合

については、当該スペース確保のための賃借は可

能です。 

33  既雇用者が新規雇用失業者の指導にあた

る間の既雇用者の賃金とは何か。 

 基本給（事業に専従した日・時間に限る）や指

導に必要な役職手当等であり、住宅手当等の事業

に直接関わりがないと想定される諸手当や通勤手

当、賞与は該当しません。 
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緊急雇用創出事業基金事業（地域人づくり事業） 

愛知産ジビエ利活用促進人材育成事業に係るＱ＆Ａ 

平成27年1月28日追加

№ 質   問 回   答 

34  ジビエ・グルメ・グランプリ２０１５（仮

称）の開催時期や開催場所に制約はあるか。

ありません。 

35 ジビエ・グルメ・グランプリ２０１５（仮

称）の審査員に制約はあるか。 

 ありません。 

36  ふるさと全国県人会まつりに出展する場

合、会場装飾は事業費から支出してよいか。

 支出しています。 

37  ふるさと全国県人会まつりに出展する場

合、会場装飾品の県からの貸し出しはある

か。 

 ありません。 

38 移動販売車はレンタルか。  県は所有していません。 

39  過去に作成したキャラクターを使わなけ

ればならないか。 

 制約はありません。 

40  キャラクターの版権はどこが所有してい

るか。 

 県です。 

41  商圏の想定はあるか。  県内全域です。 

42  資材費の定義はあるか。  明確な定義はありません。 

43  消費拡大ＰＲ業務で出展するイベントの

出展料は無料か。 

 状況によります。 


