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令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から適用

雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します

１. 業況特例における業況の確認を毎回行います

１.業況特例における業況の確認を毎回（判定基礎期間（１ヶ月単位）ごと）行います。
２.最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算します。
３.休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出を
お願いします。

■毎回、業況の確認※を行い、要件を満たせば業況特例を、満たさなければ原則的な措置
(地域特例に該当するときは、地域特例)を適用します。

※生産指標が最近３か月の月平均で前年、前々年または３年前同期比30％以上減少していること。以降の判定基礎期間につ
いても当該生産指標の最新の数値を用いて判断することになります(原則として生産指標を変更することはできません)。

要件 最大助成率（変更なし） 日額上限（変更なし）

満たした場合(業況特例)又は地域特例 10/10 15,000円

満たさない場合(原則的措置)※ 9/10 9,000円

※初めてコロナ特例の雇調金等を申請する場合、生産指標が5%以上減少していることが要件となっています。

2. 最新の賃金総額から平均賃金額を計算します

【適用】

■賃金総額を最新の額※に変更して平均賃金額を計算します。
コロナ特例が長期間にわたり継続される中、平均賃金額は初回に算定したものを継続して活用して
いることから、見直しを図ります。
■企業規模の変更を希望する場合、常時雇用する労働者の数、資本の額等により確認
を行います。

※労働保険の令和3年度の確定保険料の算定に用いる賃金総額。または、令和３年度または令和４年度の任意の月に提出
した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載の額。

【必要書類】

平均賃金額の計算 受付印のある労働保険確定保険料申告書写し
(労働保険事務組合に委託している場合「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」)

企業規模の変更 資本金や常時雇用する労働者数を確認できる書類

■令和3年度の労働保険にかかる確定保険料申告書の受理日以降の最初の申請から適用
■(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書で賃金総額を算定する場合)

令和4年6月1日以降の最初の申請から適用

【適用】

以下3点を中心に、4月以降の休業にかかる申請から適用します

LL040322企04

ー 重要なお知らせ ー

■提出が必要な確認書類（判定基礎期間ごとに必要となります）

※対象事業主に該当しない事業主（雇用保険の適用が１年以上の事業主）
迅速支給の観点から、当分の間、申請時に書類の提出はお願いしません。しかし、審査段階で以下書類の提出を
お願いすることがあります。 事業所内に、以下書類をご準備いただくようお願いします。

■上記以外にも、必要に応じて以下の書類の提出を求める場合があります。

・国税および地方税にかかる各種納税証明書
・その他、労働局が審査を行う上で必要とした書類（給与支払事務所等の開設・移転・廃止届
（個人事業主の場合「個人事業の開業・廃業等届出書」）、給与支払報告書、住民税額決定通知書、
扶養控除等申告書、源泉徴収簿・源泉徴収票、総勘定元帳・仕分帳など）

長崎労働局・県内各ハローワーク

3. 休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる
書類の提出をお願いします

■助成金の審査を適切に行い、早期に支給ができるよう、次の表に当てはまる事業主
（対象事業主）には以下の確認書類の提出をお願いします。確認書類等の提出がなく、
実態の確認ができない場合、不支給となる可能性があります。

【適用】 令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から適用

（注）ご利用の助成金や条件によって、必要となる書類が異なります。以下から、ご自身に必要な
書類をご確認ください。

助成金 対象事業主 確認書類

緊急雇用安定助成金
労働者災害補償保険のみ適用

①と②判定基礎期間の初日において
雇用保険の適用が1年未満

雇用調整助成金 判定基礎期間の初日において
雇用保険の適用が1年未満 ②

①休業対象労働者全員の氏名、年齢および住所が確認できる以下のいずれかの書類の写し
住民票記載事項証明書（※マイナンバーは不要です）、運転免許証、
マイナンバーカード表面（※裏面は提出しないでください）、
パスポート（住所記載欄があるもの）、在留カード、特別永住者証明書、
障害者手帳、健康保険被保険者証（住所記載欄があるもの）
※複数の書類の提出をお願いする場合もあります

②休業手当を含む給与の支払いが確認できる以下のAおよびBの書類の写し
A源泉所得税の直近の納付を確認できる書類（給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
の領収日印があるものなど、納付を確認できる書類）

B給与振込を確認できる書類（給与振込依頼書や給与支払いを確認できる通帳など。
手渡し(現金払い)の労働者がいる場合は会社名・金額・氏名（労働者の直筆）・住所・電話番
号・受領日を明記した領収証）











令和４年4月1日より

中小企業再生支援協議会と経営改善支援センターが統合し、

長崎県中小企業活性化協議会 になりました。

今後の資金繰りや経営の先行きへの不安は、
収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援する
長崎県中小企業活性化協議会 にご相談ください。

今何ができるか、これからどうしていくか、経営者様と一緒に考えます。

中小企業・小規模事業者の「駆け込み寺」

長崎県中小企業活性化協議会
（長崎商工会議所 受託事業）

長崎県中小企業活性化協議会

(＊住所および電話番号は変わりません。)

〒850-0031 長崎市桜町4番1号長崎商工会館3階

●受付時間 9:00-17:30（土・日・祝日・年末年始除く）



長崎県中小企業再生支援協議会

中小企業・小規模事業者からの経営相談

金融機関・商工会・商工会議所・士業からの事前相談

協議会による
金融調整および計画策定支援

■特例リスケジュール支援
金融支援を伴う資金繰り計画

■再特例リスケジュール支援
金融支援を伴う資金繰り計画＋事業継続アクションプラン

■再生計画策定支援
黒字化を目指した暫定計画、

DDを含む経営改善計画・事業再生計画

■再チャレンジ支援

※全てにおいて金融支援を伴う計画策定支援に限る。

長崎県経営改善支援センター

認定支援機関（国が認定した専門家）による
経営改善計画策定およびモニタリングにかかる
費用の補助（規程に基づき費用の2/3）

※利用申請および計画策定、金融調整、計画成立、費用申請
までの一切の業務は認定支援機関が行います。

◆早期経営改善計画策定支援費用補助 (ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅ)

◆経営改善計画策定支援費用補助 (405事業)

※金融支援を伴わない計画も可。

長崎県中小企業活性化協議会

中小企業・小規模事業者からの経営相談

金融機関・商工会・商工会議所・士業からの事前相談

協議会自身による
金融調整および計画策定支援

■収益力改善支援
有事に備えた収益力改善計画（簡易的なP/L計画・資金繰り計画＋

収益力改善アクションプラン）※金融支援を伴わないものも可。

■プレ再生支援
将来の本格的再生までの準備期間の経営改善計画

DDを伴うP/L・C/Fの改善を図る計画

■再生支援
財務上(B/S)の課題解決も含む本格的な再生計画

■再チャレンジ支援
中小企業版ガイドラインや経営者保証ガイドラインを活用した

経営者の再スタートをサポート

民間プレーヤー（国が認定した専門家）による
経営改善計画策定および伴走支援にかかる
費用の補助（規程に基づき費用の2/3）

※利用申請および計画策定、金融調整、計画成立、費用申請までの
一切の業務は民間プレーヤーが行います。
ただし、関係者からの要請など必要に応じ、協議会が支援の進め
方や改善ポイントなどについて助言することができます。

◆早期改善計画策定支援費用補助（ポストコロナ事業）

◆経営改善計画策定支援費用補助（405事業）

◆中小企業版ガイドラインに基づく私的整理支援費用補助

［DDとは企業の経営状況や財務状況などを調査すること］

企業様の
あらゆる状況
に応じた対応を
しっかりサポート

します。



知財総合支援窓口とは？

☑各都道府県に配置された特許庁事業による知財の相談窓口

☑窓口相談担当者が専門家（弁護士、弁理士、デザイナー等）
を活用し、ワンストップで解決
☑年間相談数2,200件以上（2021年度,長崎県のみ）

秘密
厳守

相談
無料

訪問
支援可

知的財産に関するあらゆる悩みを相談できます。
1



どのような相談を受けられるのか？

特許として
権利化したい。

商標を登録
するといいこと
あるの？

技術ノウハウを
秘密にしたい。

大学や企業と
共同研究したい。

知財の関わりは企画、開発段階から商品化まで幅広い。

模倣品対策を
したい。

技術、アイデア、研究、設計、デザイン、ロゴ、海外展開、
ネーミング、パッケージ、営業秘密、共同開発、著作物

キーワード
2



STEP1
まずはお電話ください！
・あらかじめのお電話をお願いしています。

STEP2
相談担当者がご相談にお答えします。
・窓口での支援
・状況に応じた訪問支援

STEP3
必要に応じて知財専門家等が支援を行います。
・専門家相談会での支援
・訪問支援（相談者様が中小企業等の場合のみ）
・中小企業支援機関と連携した支援

STEP4
フォローアップ支援を行います。
・新たな知財ニーズや知財経営のステップアップに

向けたフォローアップ

TEL: 0957-46-6230

どうやって相談するのか？（相談の流れ）

WEB会議にも対応

3



窓口へのアクセス

長崎県大村市池田2-1303-8 
長崎県工業技術センター１階
長崎県発明協会内

無料駐車場あり

4

長崎県佐世保市松浦町5-1 
佐世保市産業支援センター2階
商談室1

◆最寄バス停 松浦町国際通
◆最寄り駅 中佐世保駅下車徒歩10分

駐車場なし

◆最寄バス停 工業技術センター前
（ただし、バスは便数が少ない）
◆JR竹松駅からタクシーで１０分程度
◆JR大村駅からタクシーで１５分程度

第４水曜 長崎県勤労福祉会館 会議室

第３水曜 よろず支援拠点内（長崎商工会館9F）
駐車場なし

ＩＮＰＩＴ長崎県知財総合支援窓口
ホームページ http://chizai-
portal.inpit.go.jp/madoguchi/nag
asaki/
E-mail
chizaimadoguchi@hyper.ocn.ne.jp

相談電話番号
TEL: 0957-46-6230

まずはお電話ください

①大村市 常設

②佐世保市 月２回金曜

③長崎市 月３回水曜
第２水曜 長崎県ビジネス支援プラザ（出島交流会館8F）



D-FLAG
ながさき出島インキュベータ

独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部



ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）とは？

D-FLAGは、
大学発ベンチャーや、新規事業を計画する企業の方が
オフィス・ラボとして入居できるインキュベーション施設※です。

地域の大学と共同研究を計画されたい方や、大学等のシーズを活用した新規
事業を計画される方が入居いただけます。

入居企業の皆様へは、中小機構、長崎県、長崎市、長崎３大学等が連携し、
事業計画、販路開拓、資金調達等をサポートします。

※「インキュベーション」とは、英語で“（卵などが）ふ化する”とい
う意味です。これになぞらえ、起業家の育成や、新しいビジネスを
支援する施設を「（ビジネス）インキュベーション」と呼びます。

D-FLAGは、設立より医療、食品、IT、海洋エネルギー関連等、幅
広い分野の方に入居いただいております。

〈 イメージ図 〉



D-FLAGのPRポイント

新規事業、
スタートアップに
最適な環境

IM室による
サポート

自治体・大学等
とのネットワーク

1 2 3

D-FLAG

長崎県・市

大学
支援機関

金融機関



☑研究・技術シーズを基にした新規事業、スタートアップにあたって、D-FLAG
への入居で事業化を促進する事ができます。

☑出島ワーフ前の良立地。ビジネス・研究開発の拠点として好立地にあり、
これまで多くの企業にご入居頂き、その成長をサポートしてきました。

1  新規事業・スタートアップに最適な環境



☑ ラボ（実験室）20室、オフィス12室、計32室を準備(約21～４４㎡)

施設の紹介

・生化学実験や小動物実験
が可能な仕様
・安全キャビネット等の設置
により、P2レベルの遺伝子組
換え実験も可能

ラボタイプ オフィスタイプ

使用イメージ 使用イメージ

1  新規事業・スタートアップに最適な環境

・フロアカーペットタイプ
・光回線、三相交流電源
（ラボタイプ共通）



☑ IM室

施設の紹介

入居企業のサポートのため、
インキュベーションマネージャーが常駐
地域の企業、支援機関の方の往来も活発

常駐のインキュベーションマネージャー

1  新規事業・スタートアップに最適な環境

☑充実した共用設備、館内で大会議・商談が可能

居室にスペースの余裕がなくても、大会議や来客
時の商談等が可能です。

会議室利用無料



2  IM室によるサポート

☑ IM（インキュベーション・マネージャー）
日常的なコミュニケーションを通じて経営課題の解決を支援します！

知
財
戦
略

販
路
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

定期ヒアリング等



たとえば・・・

事業を始めるにあたっての資金調達や、

事業計画書の作成方法が分からない・・・

➡ IMによる補助金情報の提供、事業計画書作成をサポートします。

研究シーズのPRを目的としたピッチイベント、

展示会等に参加してみたい…

➡ 業界や内容等、皆様に合った県内外のイベント情報を提供します。
また、参加に向けた準備もサポートします。

2  IM室によるサポート



〈 九州地区 〉

九州本部/支援推進課

福岡市博多区祇園町4-2 サムティ博多祗園BLDG.

➊福岡システムLSI総合開発センター
福岡市早良区百道浜3-8-33

➋ クリエイション・コア福岡

筑紫野市上古賀3-2-16

➌ くまもと大学連携インキュベータ

熊本市中央区南熊本3-14-3

➍ ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）

長崎市出島町1-43

●➊
●➋

●➍

●➌

☑全国２９か所の中小機構インキュベータ
のネットワークを活用

☑中小機構の専門家への経営相談

☑マッチング支援、オープン・イノベーション
促進（J-Good Tech等）

☑ベンチャーファンド・金融機関とのマッチ
ングによる資金調達支援

☑新価値創造展、バイオジャパン等の展示
会への出展による販路開拓

☑海外取引・海外への販路開拓などの国
際化支援

等

「地方発！ベンチャー企業ミートアップ」
ベンチャーキャピタル等とのマッチングによる資金調達支援

〈参考：中小機構支援メニュー等による支援例〉



☑長崎県、長崎市、大学、支援機関等との密なネットワークを有しています！

長崎県
長崎市

大学

D-FLAG

支援機関
金融機関

3  自治体、大学等とのネットワーク



開発を進めている研究・技術シーズについて、大学と共同研究したい！

☑ ネットワークを活用した、自治体、大学、支援機関等への橋渡しができます！

たとえば・・・

3  自治体、大学等とのネットワーク

色々ある自治体の補助金制度、活用したいが把握しきれない！

➡ 県内大学の産学官連携担当窓口を通じ、研究室との連携をサポート。

➡ 特に情報が多く、内容も分かりにくいことが多い補助金情報。

県内外の補助金制度情報から、皆様に最適な内容を提供します。



31,183円/月（税込）

賃料について

１㎡/3,500円（税抜）
※最大約２/3の補助を受けられる、
長崎県・長崎市による賃料補助制度があります。

創業５年未満で、入居年数が1,2年目の場合
24.5㎡に入居し、賃料補助を受けた場合･･･

９4,２７0円/月

〈参考〉

創業5年未満：2年目まで約2/3、4年目まで約1/2、 5年目は約1/3の補助
創業5年以上：4年目まで約1/2、 5年目は約1/3の補助



お問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部
ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）
〒850-0862
長崎市出島町1-43
TEL：095-811-6800
E-mail：dflag-info@smrj.go.jp

Facebookはじめました

入居者や地域企業を紹介する「ちょっと覗き見
シリーズ！」も好評です！
施設の話題やセミナー情報などアップしていま
す。「いいね！」や「フォロー」お願いします◎
QRコードから入れます ➡


