
Ｋターン若者雇用拡大奨励金交付要綱 

平成27年７月21日 

告示第87号 

改正 平成28年１月15日告示第３号 

平成29年３月31日告示第47号 

平成30年10月29日告示第107号 

平成31年３月28日告示第92号 

令和元年10月17日告示第44号 

令和２年３月13日告示第21号 

令和３年３月31日告示第47号 

 （目的） 

第１ 進学、就職等により地元を離れた若者のＵターン及びＪターン又はＩターンを

する若者の増加を図ることで当市の産業振興及び人口減少対策に資するため、久慈

市にＵＪＩターン（この告示においては、総称して「Ｋターン」という。）をした

若者を雇用した事業主及びＫターンをした若者に対し、予算の範囲内で、補助金交

付規則（平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。）及びこの告示により

奨励金を交付する。 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1)  若者 雇用された時点の年齢が満40歳未満である者をいう。 

(2) Ｕターン 久慈市から久慈地域（久慈市、洋野町、野田村及び普代村をいう。

以下同じ。）外に移住し、かつ、５年以上居住した後、久慈市に転入することを

いう。 

(3) ＪＩターン 久慈地域外から久慈市に転入することをいう。 

(4) 大卒等新卒Ｋターン 学校教育法（昭和22年法律第26号）に定める大学、短期

大学、高等専門学校又は専門学校（以下「大学等」という。）を卒業し、卒業し

た年の６月末日までに雇用され、市内の事務所若しくは店舗又は工場（以下「事

業所」という。）に勤務することその他この要件に準じると市長が認めたことを

いう。 



(5)  事業主 市内に事業所を有し事業を営む者又は市長が認めた者をいう。 

(6)  常用雇用者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。 

ア 期間の定めがない雇用をした者又は期間の定めがある雇用をした者で、雇止

めをする予定がないもの 

イ １週間の所定労働時間が通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、１

週間の所定労働時間が30時間以上である者 

ウ 雇用保険の一般被保険者 

（奨励金の交付の対象となる者） 

第３ 市長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主及びＫターンをした若者

に対し、奨励金を交付するものとする。ただし、平成31年４月１日以降に雇用され

たＫターンをした若者に係る事業主に対する奨励金は、奨励金の対象となるＫター

ンをした若者が大卒等新卒Ｋターンに該当する場合に限りこれを交付する。 

(1)  奨励金の交付の対象となるＫターンをした若者が次に掲げる要件のいずれにも

該当する者であること。 

ア 常用雇用者として事業主に雇用されている者 

イ 雇用された日から６か月間経過した者 

ウ 申請した日において市内に住民登録し、かつ、市内の事業所に勤務している

者。 

エ 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の２親等以内の親族でない者 

オ 申請をする日以前に移住支援金交付要綱（令和元年久慈市告示第43号。以下

「市要綱」という。）の規定により移住支援金（市要綱第１の移住支援金をい

う。以下同じ。）の交付を受けていない者。ただし、市要綱第３第２項に規定

する複数人世帯の区分による移住支援金の交付を受けた者の属する世帯の世帯

員のうち同項第１号に該当する者を除く。 

カ 申請をする日以前に岩手県移住支援事業費補助金交付要綱（令和元年８月30

日付定雇第479号通知。以下「県要綱」という。）の規定によりいわて若者移

住支援金（県要綱第２のいわて若者移住支援金をいう。以下同じ。）の交付を

受けていない者。ただし、県要綱別表第１に規定する２人以上の世帯の区分に

よるいわて若者移住支援金の交付を受けた者の属する世帯の世帯員のうち移住

をする直前の住所において、同一世帯に属していた者を除く。 



キ 住民登録をした日から起算して270日を経過して雇用された者（大卒等新卒

Ｋターンをした者を除く。）でないこと。 

( 2 ) 申請した日において、事業主に対する奨励金の場合は当該事業主が、Ｋターン

をした若者に対する奨励金の場合は当該若者が、納期の到来した市税を完納し

ていること。 

(3) 雇用した日から起算して、３年間市外に転勤しないと事業主が認めた者である

こと。 

(4) 事業主に限り、Ｋターンをした若者を雇用するにあたり、次に掲げる要件のい

ずれかに該当する採用活動を行っていること。 

   ア 大手就職情報サイト（就職情報の提供及び企業の人材確保等を目的として開

設されたウェブサイトで、Ｋターンをした若者を雇用した年の前年の登録者数

が概ね 25万人以上のものをいう。）を活用していること。 

   イ 大学等、公益財団法人ふるさといわて定住財団、岩手県中小企業団体中央会、

久慈市その他公共的団体等の主催する合同会社説明会に参加していること。 

    ウ 共同研究その他の連携を行ったことのある大学の研究室等の学部生を採用し

ていること。 

 エ その他市長が認める採用活動を行っていること。 

( 5 ) 事業主に限り、奨励金の交付の対象となるＫターンをした若者を雇用したこと

に関し、国、県又は市から他の奨励金等の交付を受けていないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業主に対する奨励金の場合は、奨励金の交付の対象

となるＫターンをした若者を雇用した日の６か月前から申請した日までの間、他の

雇用者を事業主の都合により解雇しているときは、奨励金を交付しない。ただし、

次の各号いずれかに該当する解雇は除く。 

(1) 当該労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇 

( 2 ) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる

解雇 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当するときには、奨

励金を交付しない。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）

第２条に規定する事業（同条第１項第２号から第５号までに規定するものを除



く。）を営む者であるとき。 

(2) Ｋターンをした若者又は事業主若しくは事業所の取締役若しくは監査役が暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

号に規定する暴力団員であるとき。 

（奨励金の額） 

第４ 奨励金の額は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額

とする。 

(1) 事業主に対する奨励金 奨励金の交付の対象となるＫターンをした若者１人に

つき５万円 

(2) Ｋターンをした若者に対する奨励金 10万円 

 （申請の取下期日） 

第５ 規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を

受領した日から起算して15日以内とする。 

 （提出書類及び提出期日） 

第６ 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、事業主に対

する奨励金については別表第１のとおりとし、Ｋターンをした若者に対する奨励金

については別表第２のとおりとする。 



別表第１（第６関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

規則第４条の

規定による書

類 

Ｋターン若者雇用拡大奨励金（事業

主）交付申請書 

Ｋターン若者雇用調書 

 

１ 労働条件通知書等の控え又は労

働契約書の写し 

２ 雇用保険被保険者資格取得等確

認通知書（事業主通知用）の写し 

３ 雇用した日から６月が経過した

日（当該日の属する月の翌月以降

に申請をする場合は、申請をする

日の属する月の前月の末日）まで

の賃金台帳の写し 

４ 雇用した日から６月が経過した

日（当該日の属する月の翌月以降

に申請をする場合は、申請をする

日の属する月の前月の末日）まで

の出勤簿等の写し 

５ 卒業証書又は卒業証明書の写し 

６ 大学等の学生の採用活動を行っ

ていることを証明する書類 

７ その他市長が必要と認める書類 

第１号 

 

第２号 

１部 

 

１人につ

き１部 

１部 

 

１部 

 

１部 

 

 

 

 

１部 

 

 

 

 

１部 

 

 

１部 

常用雇用

者として

Ｋターン

をした若

者を雇用

した期間

が６月を

経過した

日から１

年以内 

規則第６条第

１項の規定に

よる書類 

Ｋターン若者雇用拡大奨励金（事業

主）変更（中止、廃止）承認申請書 

 市長が必要と認める書類 

第３号 １部 別に定め

る。 

規則第13条第

１項の規定に

よる書類 

Ｋターン若者雇用拡大奨励金（事業

主）請求書 

 市長が必要と認める書類 

第４号 １部 決定通知

を受けた

日の翌日

から起算

して15日

以内 



別表第２（第６関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

規則第４条の

規定による書 

Ｋターン若者雇用拡大奨励金（Ｋタ

ーン若者）交付申請書 

第５号 

 

１部 

 

常用雇用

者として 

類 就業等証明書 

１ 労働条件通知書等の控え又は労

働契約書の写し 

２ 雇用保険被保険者資格取得等確

認通知書（被保険者通知用）等の

写し 

３ 雇用した日から６月が経過した

日（当該日の属する月の翌月以降

に申請をする場合は、申請をする

日の属する月の前月の末日）まで

の出勤簿等の写し（大卒等新卒Ｋ

ターンをし、事業主に対する奨励

金と同時に申請する場合を除

く。） 

４ 戸籍の附票の写し（大卒等新卒

Ｋターンをした若者である場合を

除く。） 

５ 卒業証書又は卒業証明書の写し

（大卒等新卒Ｋターンをした若者

である場合に限る。） 

６ その他市長が必要と認める書類 

第６号 １部 

１部 

 

１部 

 

 

１部 

 

 

 

 

 

 

 

１部 

 

 

１部 

雇用され

た期間が

６月を経

過した日

から１年

以内 

規則第６条 

第１項の規定

による書類 

Ｋターン若者雇用拡大奨励金（Ｋタ 

ーン若者）変更（中止、廃止）承認

申請書 

 市長が必要と認める書類 

第７号 １部 別に定め 

る。 

規則第13条第

１項の規定に

よる書類 

Ｋターン若者雇用拡大奨励金（Ｋタ

ーン若者）請求書 

 市長が必要と認める書類 

第８号 １部 決定通知

を受けた

日の翌日

から起算

して15日

以内 



規則第13条第

１項の規定に

よる書類 

Ｋターン若者雇用拡大奨励金（Ｋター

ン若者）請求書 

市長が必要と認める書類 

第８号 １部 決定通知を

受けた日の

翌日から起

算して15日

以内 



 





 

 



 



 



 

 

 



 



 



 





 

 

 

 



様式第１号（別表第１関係） 

様式第２号（別表第１関係） 

様式第３号（別表第１関係） 

様式第４号（別表第１関係） 

様式第５号（別表第２関係） 

様式第６号（別表第２関係） 

様式第７号（別表第２関係） 

様式第８号（別表第２関係） 

 

 


