
主に札幌圏の中小企業で新規に創業を考える事業主に対して、経営相談、各種雇用関係助成金の活用
相談等を行います！

概要

北海道と北海道労働局が共同で、経営相談や助成金活用による新規創業をお考えの方に対し、各種サービ
スを提供する施設として設置された、ハローワーク札幌の出先機関です。
北海道労働局が取り扱っている助成金制度の事業主向けセミナーも実施しております。

・場 所 札幌市中央区北1条西2丁目2 北海道経済センタービル9階
・利用時間 平日：午前 9時30分～午後 5時00分（土・日・祝日、年末年始は閉庁）

＜雇用関係助成金の活用に関する相談等＞
雇用助成金さっぽろセンター（北海道労働局）において取扱う各種助成金の相談、事業主向けセミナー等

を行います。
＜人材確保に関する相談＞
新規創業に伴う雇用助成金のご利用事業所に対する求人受理及び求人コンサルティングを行います。

＜経営相談等＞
同一フロア内の（公財）北海道中小企業総合支援センターが起業や経営・事業承継等に関する相談を行い

ます。
＜在職者職業訓練総合相談窓口＞
「従業員の技能・能力向上をお考えの事業主に対し、北海道と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構が実施する認定職業訓練や能力開発セミナーのご案内と併せて北海道労働局が取り扱う訓練関係の助成
金制度についてご説明いたします。」

北海道ビジネスサポート・ハローワーク ℡ 011-200-1622
URL：https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/shisetsu/_93897.html

北海道ビジネスサポート・ハローワーク

ハローワークに経営、人材確保等の相談をしたい！

主な提供サービス
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地域を牽引する産業（戦略産業）において、人材確保に向けた意識改革とともに、業務の改
善などの人材確保対策を支援し、良質で安定的な正社員雇用の創出・確保を促進します。

制度の内容等

1 人材確保に向けた意識改革・生産性向上等セミナーの開催（道内6地域）
（1）人材募集、生産性向上・業務改善
（2）地域における外国人材の受入環境整備

2 支援コーディネーターの配置・派遣
多様な人材の確保に向けて、求職者ニーズの把握とともに、中小・小規模企業等の取組を支援す

るコーディネーターを配置し、相談対応を実施
3 人材募集・業務改善等支援

中小・小規模事業者等の人材確保の取組に係る経費を補助
（上記2のコーディネーターの相談を受けた上で必要と判断されたものを対象とする。）
補助率：1／2以内（上限100万円）

＜対象事業者＞
1 地域を牽引する産業としてものづくり、IT関連、食と観光関連産業分野の事業者を対象
2 ものづくり、IT関連、食と観光関連産業分野のうち正社員の人材確保・定着に取り組む中小・小規模

事業者等を対象
3 2の対象のうち、コーディネーターの相談を受けた上で必要と判断されたものを対象

＜対象の取組（3 人材募集・業務改善等支援）＞
人材確保に向けた経営戦略の強化・事業拡大のための採用戦略の策定や就業環境の改善、人材募集等

の取組経費を対象
（例）・事業拡大に向けた採用戦略の策定のための専門家招聘

・人材募集のための求人広告・PRビデオ・パンフレット・ホームページの作成、合同企業説
明会への出展

・女性、高齢者や外国人材などが働きやすい職場環境のためのITツールの導入、作業設備の
変更 など

経済部 労働政策局 雇用労政課 雇用創出グループ TEL 011-204-5348

（ものづくり産業分野）
繊維工業（E11）、化学工業（E16）、プラスチック製品製造業（E18）、ゴム製品製造業（E19）、金属
製品製造業(E24)、電子部品・デバイス電子回路製造業（E28）、電気機械器具製造業（E29）、情報通信
機械器具製造業（E30）、輸送用機械器具製造業（E31）、通信業（G37）
（IT関連産業分野）
通信業(G37)、情報サービス業（G39）、インターネット付随サービス業（G40）、映像・音声・文字情報
製作業(G41)、食料品製造業(E09)、飲料・たばこ・飼料製造業(E10)、生産用機械器具製造業（E26）、
業務用機械器具製造業(E27) 、情報通信機械器具製造業(E30)
（食と観光関連産業分野）
農業（A01）、食料品製造業（E09）、飲料・たばこ・飼料製造業（E10）、道路旅客運送業（H43）、飲
食料品卸売業(I52)、各種商品小売業(I56)、飲食料品小売業（I58）、 その他の小売業(I60)、宿泊業（
M75）、飲食店（M76）、その他の生活関連サービス業（N79）

※総務省「日本標準産業分類」中分類による

地域戦略産業人材確保支援事業

人材の確保・定着に取り組みたい！

対象事業者など

対象分野について
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東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、マッチングサイトを開設するとともに、市
町村が支給する移住支援金に対し補助します！

支援内容

〇 マッチングサイトを開設します
・東京圏から人材を採用したい道内中小企業等の求人広告を掲載します。
＊広告の掲載にあたっては、国や道の要件がありますので、ご相談ください。

〇 マッチングサイトに掲載されている企業（求人）に就業した者に移住支援金を支給し、道内への新規就
業を促進します。

＜参考＞ 移住支援金の支給要件
・世帯での移住：100万円 単身での移住：60万円
・東京23区の在住者、東京圏在住の東京23区への通勤者が道内に移住し、道が選定した中小企業等
への就業又は起業すること

北海道経済部 労働政策局 雇用労政課 人材誘致グループ
TEL 011-251-3896

マッチングサイトは8月から開設・運用予定です。
詳しくは、雇用労政課のホームページのホームページをご覧ください。
・URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/ui-turn/index.htm

UIJターン新規就業支援事業

道外在住の優秀な人材を確保したい！

事業の概要

ご利用方法

39

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/ui-turn/index.htm


地域の産業を支える人材を確保するため、インターネットを活用した求職情報の提供や、道外在住の
U・Iターン希望者に求人情報を提供するなど、本道への人材誘致を支援します！

支援内容

U・Iターンネットシステムに求人情報の登録をすると
・U・Iターン就職を希望する求職者情報が閲覧できます。
・面接を希望する求職者がいた場合、サポートデスクが求職者に面接の可否を照会します。
・求職者が面接を希望した場合、双方で採用に関する面接等をしていただきます。（採用の可否を検討）

＊求職者も求人情報を閲覧し、求人企業への面接等のリクエストがサポートデスクにくるなど、
求人企業と求職者が求人・求職情報の閲覧ができ、面接等のリクエストができるシステムです。

道内に所在する事業所であることが必要です。

北海道経済部 労働政策局 雇用労政課 人材誘致グループ
「北海道U・Iターンサポートデスク」 ℡ 011-251-3896

求人登録については、インターネットで下記のアドレスから登録できます。（登録は無料です）
詳しくは、雇用労政課のホームページの登録マニュアルを参照してください。
・URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/ui-turn/index.htm

人材誘致促進事業

道外在住の優秀な人材を確保したい！

求人登録の対象となる方

ご利用方法
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求職者の方々を対象に、企業での生産現場の実態に即したものづくり分野に特化した６～７
ヶ月の職業訓練を実施しています。
企業と訓練を受講されている方々のマッチングのお手伝いをします。

制度の内容等

○企業からの訓練受講者に対する求人の相談等
ポリテクセンターでは、企業での活躍の場を求めている訓練受講者及び訓練修了者に対する、企業

からの求人相談等を受けつけています。
○求職情報誌「人材情報」等の提供

求職活動中の訓練受講者及び修了者のこれまでのキャリアや取得資格、自己アピール、希望職種等
をまとめた求職情報誌「人材情報」等を人材を求める企業等に提供しています。
○訓練受講者の企業実習（ポリテクセンター釧路を除く）

概ね45歳未満の若年者を対象とした企業実習付き職業訓練を実施しています。企業実習期間は1ヶ
月程度です。企業実習受入企業（※）においては、訓練受講者の人柄、業務への取組み姿勢、持って
いるスキルなど十分吟味し、採用に結びつけることも可能です。

※企業実習を受け入れた場合、1人/1月につき60,000円（税抜）を上限に訓練委託費をお支払いし
ます。ただし、実習内容、安全確保等の要件を満たした事業所に限ります。

○ポリテクセンター北海道（北海道職業能力開発促進センター）
（標準コース）
CAD／CAM技術科、機械・CAD技術科、住宅リフォーム技術科、住環境計画科、ビル管理技術科、
電気設備技術科、エコシステム科、自動化システム技術科、ものづくりプログラム科

（標準コース：女性専用コース）CADものづくりサポート科
（若年者向け企業実習付きコース）
テクニカルメンテナンス科、家づくり実践科、電気設備技術科、ものづくりプログラム科

○ポリテクセンター旭川（旭川訓練センター）
（標準コース）
ものづくり溶接科、CADデザイン科、ビル管理技術科、電気設備技術科、ビジネスワーク科

（若年者向け企業実習付きコース）
ものづくり機械科

○ポリテクセンター函館（函館訓練センター）
（標準コース）
CADオペレーション科、住宅リフォーム技術科、ビル管理技術科、ビジネスワーク科

（若年者向け企業実習コース）
電気設備技術科

○ポリテクセンター釧路（釧路訓練センター）
（標準コース）
建設荷役車両運転科、電気設備技術科、ビジネスワーク科

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 北海道支部
○ポリテクセンター北海道（北海道職業能力開発促進センター）訓練第一課 ℡ 011-640-8761

URL：http://www3.jeed.or.jp/hokkaido/poly/
○ポリテクセンター旭川（旭川訓練センター） 訓練課 ℡ 0166-48-2327

URL：http://www3.jeed.or.jp/asahikawa/poly/
○ポリテクセンター釧路（釧路訓練センター） 訓練課 ℡ 0154-57-5938

URL：http://www3.jeed.or.jp/kushiro/poly/
○ポリテクセンター函館（函館訓練センター） 訓練課 ℡ 0138-52-0323

URL：http://www3.jeed.or.jp/hakodate/poly/

ものづくり分野等に関わる従業員の人材確保

ものづくり人材を確保したい！

実施している訓練コース

41

http://www3.jeed.or.jp/hokkaido/poly/
http://www3.jeed.or.jp/asahikawa/poly/
http://www3.jeed.or.jp/kushiro/poly/
http://www3.jeed.or.jp/hakodate/poly/


ものづくり企業のIoT技術など専門的スキルを有する人材確保に向け、企業が負担する道外在
住の求職者との面接に係る経費の一部を負担します。

制度の内容等

ものづくり企業の道外人材確保に向けた取組を支援するため、ものづくり企業が道外在住の求職者と
面接を行い、雇用契約を締結した場合、面接に係る経費（旅費）の一部を助成します。

■対象経費
事業者が負担する道外在住の求職者との面接に係る旅費

■補助金額（上限額）
雇用契約を締結した者1名につき5万円以内（通算限度額は1業者につき10万円）

■補助率
1／2以内

※補助要綱や様式などについては、下記ＵＲＬをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/monodukuri/dougai-jinzai-kakuho.htm

補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる業種の企業です。（主要業種・関連業種に該当する事業
活動を行っていること）

北海道経済部 産業振興局 産業振興課 ものづくり産業グループ TEL 011-204-5323

ものづくり産業分野人材確保支援事業

道外からものづくり人材を確保したい！

対象者・対象事業者など

指定主要業種 指定関連業種

輸送用機械器具製造業（E31） 繊維工業（E11）、化学工業（E16）、プラス
チック製品製造業（E18）、ゴム製品製造業
（E19）

電子部品・デバイス電子回路製造業（E28） 情報通信機械器具製造業（E30）、通信業
（G37）

電気機械器具製造業（E29） 金属製品製造業(E24)

事業者が道外において道外在住の求職者との面接を行い、面接後に期間の定めのない雇用契約を締結す
ること。ただし、次の各号のいずれの要件にも該当すること。
1 主に内部管理業務以外の業務に従事する者の雇用であること。
2 雇用契約にあっては、健康保険及び厚生年金保険、雇用保険の適用があること。
3 有給休暇の付与日数や、一日の労働時間など、労働基準法に沿った雇用契約が結ばれており、就業規

則も整備されていること。
4 週休2日（4週8日以上）の休日を設けていること。

※補助金とは別に、国、道又は市町村（国又は道からの交付金等を受けて補助する場合に限る。）から
補助対象経費に対し、補助金等を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、対象となりませ
ん。

補助対象事業
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外国人材の採用経験がない又は新たな採用ルートの開拓を希望している道内事業者等を対象
としたセミナー・相談会を開催します。

事業概要

本道では様々な業種において人手不足が深刻化する中、本年４月に新たな在留資格「特定技能」
が創設されるなど、外国人材の受入れを希望する事業者の増加が見込まれています。
そこで、道では、外国人材の採用経験がない又は新たな採用ルートの開拓を希望している道内事

業者等を対象として、外国人材採用に関する基礎セミナーと専門事業者（外国人材紹介事業者、特
定技能登録支援機関、在留資格の専門家）による相談会を開催し、円滑な外国人材の確保を支援し
ます。

経済部雇用労政課労働企画グループ TEL 011-204-5353

外国人材確保支援事業（採用相談会）

外国人材の採用を考えたい！

・外国人材の採用経験がない又は新たな採用ルートの開拓を希望している道内企業
・外国人材の受入に関わる自治体、国際交流団体等

対象者・対象事業者など

参加費：無料

費用など

11月25日（月）13:00～ 旭川：道北経済センター
11月28日（木）13:00～ 函館：サン・リフレ函館
12月 2日（月）13:00～ 札幌：sapporo55ビル
12月 4日（水）13:00～ 北見：北見経済センター
1月27日（月）13:00～ 釧路：道東経済センタービル
1月28日（火）13:00～ 帯広：帯広経済センタービル

※その他、詳細（チラシ）などは、下記のサイト上に掲載予定です。（10月中旬以降）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/gaikokujinzai.htm

開催日時・場所

13:00～14:00 セミナー（在留資格の概要、外国人採用に必要な支援内容・人材獲得ノウハウ等）
14:00～14:35 専門事業者（人材紹介事業者、登録支援機関等）によるプレゼンテーション
14:50～ 専門事業者による相談会

当日の内容（予定）
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東日本大震災による被災離職者等を、ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続
して1年以上雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）として雇い入れた場合に、賃金相当額の一部
を助成します！

対象となる労働者（雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る）

東日本大震災発生時に警戒区域等に居住していた者であって、震災後に安定した職業についたことがない
被災離職者及び被災地求職者。
※「安定した職業についたことがない」とは、具体的には「週所定労働時間が20時間以上の労働者として同
一事業所に6か月以上雇用されたことのない」ことをいいます。

1 一般労働者（週30時間以上）
支給額 ：60万円（大企業50万円）
助成期間：1年（6カ月毎に1／2支給）

2 短時間労働者（週20時間以上30時間未満）
支給額 ：40万円（大企業30万円）
助成期間：1年（6カ月毎に1／2支給）

※ この助成金の対象となる労働者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、
1事業所1回のみ上記支給額に加え、中小企業60万円（大企業50万円）を上乗せ助成する。

・平成23年5月2日以降の雇い入れであることが条件となります。
（平成26年4月1日以降要件変更あり）

・対象労働者を1年以上継続して雇用（期間の定めのない雇用又は年以上の契約期間の雇用）することが確実で
あると認められる事業主であるなどの要件があります。

・URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_hisai.html

特定求職者雇用開発助成金（被災者雇用開発コース）

東日本大震災の被災者を雇いたい！

支給額

ご利用方法
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助成金を受給するためのすべての要件が記載されているわけではありません。
上記助成金の要件や申請手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワークへお尋ねくだ

さい。
・北海道労働局 雇用助成金さっぽろセンター３Ｆ ℡ 011-738-1056
・ハローワーク（公共職業安定所） ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_hisai.html


対象となる労働者（雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る

1 短時間労働者以外
支給額 ：60万円（大企業50万円）
助成期間：1年（6カ月毎に1／2支給）

2 短時間労働者
支給額 ：40万円（大企業30万円）
助成期間：1年（6カ月毎に1／2支給）

特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用開発コース）

生活保護受給者等を雇いたい！

支給額
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ハローワークもしくは自治体が就労支援を行った生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク又は
有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）として雇
い入れた場合に、賃金相当額の一部を助成します！

自治体が就労支援もしくは自治体の要請によりハローワークが就労支援している生活保護受給者及び生活困窮
者であって、自治体やハローワークが3か月を超えて支援している者（定められた就労支援期間内に就職した者
に限ります。）。

ハローワークに求人提出する際に生活保護受給者や生活困窮者を雇い入れる意向があることを申し出てく
ださい。就労支援している生活保護受給者、生活困窮者であることを明らかにしてハローワーク等が職業紹
介を行い雇い入れた場合など一定の条件に該当したときに、事業所管轄ハローワークもしくは北海道労働局
が支給申請について案内します。

ご利用方法

このほかにも、助成金の支給要件があります。本助成金の支給要件や申請手続の詳細については、北海道
労働局または最寄りのハローワークへお尋ねください。

・北海道労働局職業安定部訓練室 ℡ 011-738-5253
・ハローワーク（公共職業安定所）※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

（参照：特定求職者雇用開発助成金）
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139221.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139221.html


同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島等地域において、事業所を設
置・整備し、それに伴いその地域に居住する求職者を一定の条件で雇い入れた場合、設置・整備に要
した費用と増加した人数に応じて、一定の金額を助成します！

助成額

設置・整備に要した費用（300万円以上）、雇入れ人数（3人以上（創業の場合は2人））に応じて、下記
の金額を1年ごとに対象労働者の職場定着状況などを考慮の上、最大3回支給します。
※下表の額は左側が基本額、右側が生産性の向上が認められる場合の額、（ ）内は創業に該当する場合の
支給額（1回目のみ（ ）内の額、2回目以降は、下表の左側または右側の額）

・事業所の設置・整備や求職者の雇入れを行う前に所定の計画書（計画期間は最大18カ月）を提出し、その
計画が完了した旨の届を提出するなど手続が必要です。
URL：https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html

助成金を受給するためのすべての要件が記載されているわけではありません。
上記助成金の要件や申請手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワーク等へお尋ねく
ださい。
・北海道労働局 雇用助成金さっぽろセンター6F ℡ 011-788-2294
・ハローワーク（公共職業安定所） ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース）

地域に住む求職者を雇いたい！

ご利用方法

設置・整備に
要した費用

対象労働者の増加人数（ ）内は創業の場合

3(2)～4人 5～9人 10～19人 20人以上

300万円以上
1,000万円未満

48万円/60万円
（50万円）

76万円/96万円
（80万円）

143万円/180万円
（150万円）

285万円/360万円
（300万円）

1,000万円以上
3,000万円未満

57万円/72万円
（60万円）

95万円/120万円
（100万円）

190万円/240万円
（200万円）

380万円/480万円
（400万円）

3,000万円以上
5,000万円未満

86万円/108万円
（90万円）

143万円/180万円
（150万円）

285万円/360万円
（300万円）

570万円/720万円
（600万円）

5,000万円以上
114万円/144万円

（120万円）
190万円/240万円

（200万円）
380万円/480万円

（400万円）
760万円/960万円

（800万円）

◆中小企業事業主の場合、創業として認められる場合は、それぞれ支給額の1/2を第１回目に上乗せ支給
◆生産性の向上が認められる要件については、厚生労働省ＨＰ「生産性を向上させた企業は労働関係助
成金が割増されます」をご確認ください。

◆「中小企業事業主」の範囲、「創業」と認められる場合、「対象労働者」と認められる労働者、「設
置・整備費用」と認められる対象経費にはそれぞれ要件があります。
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https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html


業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとする
ため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を短期間（原則3か月間）試行的に雇用（ト
ライアル雇用）する場合に、一定額を助成します！

助成額

試行雇用労働者1人につき月額最大4万円（最長3か月分）
ただし、母子家庭の母等・父子家庭の父を対象とした場合や若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未

満の者を対象とした場合は月額最大5万円
なお、雇用期間が1か月に満たない月がある場合は就労日数に応じた額を支給

「職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者」であって、要件を満たし、トラ
イアル雇用が必要であると認めた者

助成金を受給するためのすべての要件が記載されているわけではありません。
上記助成金の要件や申請手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワークへお尋ねくだ
さい。
・北海道労働局 雇用助成金さっぽろセンター3F ℡ 011-738-1056
・ハローワーク（公共職業安定所） ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

・トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める対象労働者を安定所・紹介事業所等の紹
介で雇い入れることが条件となります。
・障害者トライアルコースに関しては55ページをご参照ください。
・URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

トライアル雇用助成金（一般トライアルコース）

正社員採用を前提として試行的に雇用したい！

対象となる労働者

ご利用方法
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html


季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成します！

支給額

1 事業所内就業及び事業所外就業の場合
請対象者1人あたり１対象期間に支払った賃金の1／2（第1回目は2／3）
限度額 1人あたり54万円（第1回目は71万円） 継続3回まで

2 業務転換の場合
申請対象者1人あたり業務転換を開始した日から6か月の期間に支払った賃金の1／3
限度額 1人あたり71万円 1回限り

3 休業の場合
1対象期間に支払った賃金及び、1休業期間に支払った休業手当（最大60日分）の1／3
（第1回目は1／2）
限度額 1人あたり54万円（新規継続労働者は71万円） 2回まで

4 職業訓練の場合
季節的業務に係る職業訓練の経費の1／2（季節的業務以外の職業訓練は2／3）
限度額 1人あたり3万円(季節的業務以外は4万円) 3回まで

5 新分野進出の場合
事業所の設置等に要した経費の1／10
限度額 500万円 継続3回まで

6 季節トライアル雇用
トライアル雇用終了後、常用雇用に移行した日から6か月の期間に支払った賃金の1／2の額から、トライ
アル雇用により支給されたトライアル雇用助成金の額を減額した額
限度額 71万円 1回限り

厚生労働大臣が指定する業種（林業、建設業、水産食料品製造業等）の事業主が対象です。（季節トライ
アル雇用は指定業種以外の事業主が対象）
URL ：https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

通年雇用助成金

季節労働者を通年で雇いたい！

ご利用方法
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助成金を受給するためのすべての要件が記載されているわけではありません。
上記助成金の要件や申請手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワークへお尋ねくだ
さい。
・北海道労働局職業安定部職業対策課雇用対策係 ℡ 011-738-1043
・ハローワーク（公共職業安定所） ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html


学校等の既卒者や中退者の応募機会を拡大して採用定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人
の申込み又は募集を行い、対象労働者を通常の労働者として初めて採用し、一定期間定着させた場合に
一定額を助成します。

支給額

以下の学校等を卒業または中退した者で、これまで「通常の労働者（直接雇用で、期間の定めがなく、責
任を負う業務に従事する労働者）」として同一の事業主に引き続き12カ月以上雇用されたことがない者であ
って、支給対象事業主に通常の労働者として雇用された者

① 学校（小学校及び幼稚園を除く）、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
② 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練修了者、または中退者
③ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者

助成金を受給するためのすべての要件が記載されているわけではありません。
上記助成金の要件や申請手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワークへお尋ねくだ
さい。
・北海道労働局職業安定部職業安定課若年雇用対策係 ℡ 011-709-2311（内線：3675）
・ハローワーク（公共職業安定所） ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

既卒者・中退者が応募可能な新卒求人あるいは高校中退者が応募可能な高校求人の申込みまたは募集を行
い、当該求人に応募した既卒者・中退者を「通常の労働者」として雇用する必要があります。
URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158397.html

特定求職者雇用開発助成金（三年以内既卒者等採用定着コース）

新卒枠で既卒者・中退者を雇いたい！

対象労働者

ご利用方法

企業区分
対象者

（奨励金コース名）
1年定着後 2年定着後 3年定着後

中小企業
既卒者等コース 50万円 10万円 10万円

高校中退者コース 60万円 10万円 10万円

大企業
既卒者等コース 35万円 － －

高校中退者コース 40万円 － －

ユースエール認定企業 全てのコース 10万円加算 － －
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※平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象労働者を雇入れた事業主が対象

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158397.html


いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされなかったために
正規雇用労働者としての就業が困難な者をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により、
事前に対象労働者であることを確認したうえで、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対し、賃金
相当額の一部を助成します！

支給額

対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として、6カ月毎に第1期、第2期に分けて次の金額を限度とし
て支給されます。

・大企業
支給額 50万円 … 第1・2期 各25万円

・中小企業
支給額 60万円 … 第1・2期 各30万円

以下のすべての要件を満たす者に限ります。
①雇入れ日現在の満年齢が35歳以上60歳未満の者
②正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して

過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者
③職業紹介を受けた日に失業等の状態にある者
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

助成金を受給するためのすべての要件が記載されているわけではありません。
上記助成金の要件や申請手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワークへお尋ねくだ

さい。
・北海道労働局 雇用助成金さっぽろセンター3F ℡ 011-738-1056
・ハローワーク（公共職業安定所） ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

・以下の要件を全て満たす正規雇用労働者として雇用することが条件となります。
①期間の定めのない労働契約を締結していること。
②所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じで

あること。
③同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給

形態等の各労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
・その他、正規雇用労働者の定義が就業規則等で明確に規定されていることなどの要件があります。
・URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169.html

特定求職者雇用開発助成金（安定雇用実現コース）

不安定雇用を繰り返している求職者を雇いたい！

対象労働者

ご利用方法
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169.html



