
「広域関東de人材シェア！」
ポータルサイトについて

令和３年１０月１３日
経済産業省 関東経済産業局

社会・人材政策課



 関東経済産業局は、コロナ禍で事業の一時的な縮小などを行う企業と人手不足が生じている企
業の「在籍型出向」の取り組みを支援するため、各都県、労働局、公益財団法人産業雇用安定
センター等と連携し、広域関東圏版ポータルサイト「広域関東de人材シェア！」を運営。

 送出・受入希望企業は、ポータルサイトに送出・受入職種や希望人数等の情報を登録。各都県
の産業雇用安定センターは、マッチングを希望する送出・受入企業との企業間マッチングを無料
で実施。受入企業のうち、希望する企業は、ポータルサイトに求人情報の掲載が可能。

 これまでに、本ポータルサイトから合計２６件（３２６名）のマッチングが成立。
(令和3年１０月１１日時点）

「広域関東de人材シェア！」の支援スキーム

１．人材シェアマッチング事業（広域関東de人材シェア！）について
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広域関東de人材シェア ＵＲＬ
https://kanto-share.meti.go.jp/

https://kanto-share.meti.go.jp/


【参考】 「広域関東de人材シェア！」チラシ
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マッチング成立実績 ①
合計 ２６件 ３２６名 （令和３年１０月１１日時点）

人数 送出 都県名 受入 都県名
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1 ５名 製造業 栃木県 製造業 東京都
2 １名 製造業 ー 製造業 静岡県
3 ３名 サービス業（旅行業） 東京都 自治体（川崎市） 神奈川県
4 ２名 サービス業（旅行業） 大阪府 自治体（川崎市） 神奈川県
5 １０名 サービス業（旅行業） 大阪府 自治体（川崎市） 神奈川県
6 ３２名 サービス業 大阪府 小売業 神奈川県
7 １０名 サービス業（旅行業） 大阪府 自治体（埼玉県） 埼玉県
8 １０名 サービス業 大阪府 サービス業 東京都
9 ８名 サービス業 大阪府 製造業 東京都
10 ２４名 サービス業 大阪府 サービス業 東京都
11 １１名 サービス業 東京都 サービス業 東京都
12 ２名 サービス業 東京都 運輸業 東京都
13 ２名 サービス業 東京都 情報通信業 東京都



マッチング成立実績 ②
人数 送出 都県名 受入 都県名
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13 ２名 サービス業 東京都 情報通信業 東京都
14 1名 サービス業 東京都 製造業 福岡県
15 ２名 宿泊業・飲食サービス業 埼玉県 学術研究、専門・技術サービス業 埼玉県
16 1名 サービス業 東京都 サービス業 東京都
17 ２０名 製造業 東京都 小売業 神奈川県
18 ２０名 サービス業 大阪府 小売業 神奈川県
19 3０名 サービス業 大阪府 サービス業 東京都
20 6名 サービス業 大阪府 サービス業 東京都
21 ８名 サービス業 大阪府 小売業 神奈川県
22 １名 宿泊業・飲食サービス業 東京都 製造業 東京都
23 １名 製造業 栃木県 製造業 東京都
24 １１４名 宿泊業・飲食サービス業 東京都 サービス業 東京都
25 1名 物品賃貸業 神奈川県 サービス業 東京都
26 １名 物品賃貸業 神奈川県 物品賃貸業 神奈川県



２．在籍型出向制度を活用する際の支援策
（１）人材確保等への投資促進を図る税制措置
 ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現のため、新卒・中途採用による外部人材の獲得

や人材育成への投資を促進する制度とした上で、延長。

旧制度
（中堅・大企業向け賃上げ税制）

現行制度（令和3年4月１日～令和５年３月31日）
（人材確保等促進税制）

【通常要件①】
継続雇用者給与等支給額
が前年度より３％以上増加

かつ

【通常要件②】
国内設備投資額

が減価償却費の95％以上

【上乗せ要件】
教育訓練費

が過去２年度平均より20％以上増加

【措置内容】
 雇用者給与等支給額の増加額の15％

を税額控除

【措置内容】
 控除率を５％上乗せ

【通常要件】
新規雇用者（新卒・中途）給与等支給額

が前年度より２％以上増加

【上乗せ要件】
教育訓練費

が前年度より20％以上増加

【措置内容】
 新規雇用者給与等支給額（※）の15％

を税額控除

【措置内容】
 控除率を５％上乗せ

（控除上限は、法人税額の20％） （控除上限は、法人税額の20％）

＜赤字が主な改正箇所＞

※ 雇用者給与等支給額の増加額が上限

改正概要

※ 税額控除の対象となる給与等支給額は、雇用保険の一般被保険者に限られない ※ 税額控除の対象となる給与等支給額は、雇用保険の一般被保険者に限られない 5



【助成内容等】
労働者（雇用保険被保険者）を在籍型出向させることによりかかる次の経費について、出向元企

業と出向先企業とが共同事業主として支給申請を行い、該当申請に基づきそれぞれの企業へ支給
（申請手続は出向元企業が行う）。
 出向運営経費

出向元企業及び出向先企業が負担する賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、
出向中に要する経費の一部を助成。

 出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元企業が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出
向先企業が出向者を受け入れるための機器や備品等の整備等の出向の成立に要する措置を
行った場合に助成。

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して
一定期間の助成を行う。
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中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行って
いない場合（助成率） 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行って
いる場合 （助成率） 4/5 2/3

上限額（出向元・先の計） 12,000円／日

出向元 出向先
助成額 各10万円／1人当たり

（定額）
加算額 各5万円／1人当たり

（定額）

※ 【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター】 電話番号 0120-60-3999 受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む）

２．在籍型出向制度を活用する際の支援策
（２）産業雇用安定助成金について



関東経済産業局 地域経済部 社会・人材政策課
担当：窪木、中村、奥野
電話番号：048-600-0274（直通）
E-mail：kanto-syajin@meti.go.jp

【各種お問い合わせ先】
●ポータルサイトについて

【人材シェアマッチング事業運営事務局】
株式会社学情
電話番号：03-3593-1512
E-mail：kanto-jinzai@gakujo.ne.jp

●産業雇用安定助成金について
【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター】

電話番号：0120-60-3999
受付時間：9:00～21:00（土日・祝日含む）

●人材確保等促進税制について
【税制サポートセンター】

電話番号：03-6206-6588
受付時間：平日（祝日除く）9:00~12:00、13:00~17:30

●本事業全般について
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