
中小企業・小規模事業者を対象とした取り組むべき「働き方改革」について、労務管理や経営管理の
専門家による相談や個別訪問支援などを実施します。

名称・所在地等

北海道働き方改革推進支援センター

札幌市中央区北１条西３丁目３－３３ リープロビル３階

ＴＥＬ ： ０８００－９１９－１０７３（通話無料）

メール ： hokkaidou-hatarakikata@lec-jp.com

ＵＲＬ ： http://partner.lec-jp.com/ti/hataraki-hokkaidou/

午前９時～午後５時（土・日・祝日・年末年始を除く）

■ 社会保険労務士等の専門家が常駐し、無料で相談窓口が利用できます。
「北海道働き方改革推進支援センター」は、社会保険労務士等の専門家が常駐し、残業時間の縮減、非正規

労働者の待遇改善、人手不足への対応、同一労働同一賃金への対応、利用可能な助成金など、事業者へのアド
バイスを行います。

■ 社会保険労務士や中小企業診断士等の専門家が会社を訪問し、就業規則見直し等の技術的支援をします。
賃金制度見直し等の技術的支援が必要な場合は、専門家が直接あなたの会社を訪問し、無料で就業規則・給

与規定・賃金テーブル・福利厚生等の見直しについて専門的なアドバイスを行います。（最大５回まで）

■ 事業主向けセミナーを実施します。
働き方改革に関連する各種テーマについて、セミナーを実施します。

■ その他、「働き方改革」推進のための様々な支援を行っています。
労働時間制度の見直し、生産性の向上、人材確保・育成などについて、問題解決のための改善提案を行います。

◇ 労使間で残業時間の取り決めを行う３６協定について詳しく知りたい
◇ 人手不足を解消するために出来ることをアドバイスがほしい
◇ 働き方改革に対応した就業規則・給与規定・賃金テーブル等の改訂についてアドバイスがほしい
◇ 働き方改革を実施するに当たり、利用できる助成金が知りたい
◇ 同一労働・同一賃金への対応について知りたい

「北海道働き方改革推進支援センター」開設
中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

働き方改革に向けた準備を進めたい！

主な支援内容

主な相談内容

相談方法

相談希望の方は、まずは専用電話又はメールでご連絡ください。

北海道働き方改革支援推進・賃金相談センター℡ 0800-919-1073
北海道労働局 雇用環境・均等部 指導課 ℡ 011-709-2715
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ジョブカフェ北海道では、企業に対する個別相談や、求職者に対する道内就職促進のための各種

事業を通して、人材確保・職場定着に係る支援を行っています。

所在地、利用時間

【場 所】札幌市中央区北４条西５丁目 大樹生命札幌共同ビル７階

【利用時間】月～金：10:30～19:00 土：10:00～17:00（日曜、祝日、年末年始は休館）

ジョブカフェ北海道 ℡ 011-209-4510  URL： http://www.jobcafe-h.jp/

ジョブカフェ北海道

人材確保や職場定着について相談したい！

提供サービス

支援対象者 支援メニュー 内 容 実施場所

企

業

企業個別相談
（訪問支援）

人手不足・職場定着に関する課題を有する企業を訪問し、個別
相談を行います。

札幌

企業内キャリア
コンサルティング

社員のキャリア形成支援を実施する中小企業に対し、当該企
業の社員を対象とするキャリアコンサルティングを提供します。

札幌

内定者向け研修

新規大学卒業者のうち就職内定者を対象に、ビジネスマナー
や職場での円滑な人間関係の構築など、ビジネスパーソンに
必要なスキルについて意識させるセミナーを実施します。

※厚生労働省委託事業

札幌、函館
旭川、釧路
帯広、北見

企業向け
各種セミナー

企業の管理職や採用担当者などを対象に、人材確保や企業の
魅力発信に関するセミナーを実施します。

※経済産業省委託事業

道内
（メニューに
より実施地
域が異なり
ます。）

求

職

者

全年齢

求人情報の発信
ジョブカフェ北海道のホームページで、「ジョブカフェ北海道パー
トナーズ※」の求人情報を発信するほか、札幌及び各地方拠
点の施設内にも掲出しています。

道内

職業体験
（インターンシップ）

就職後のミスマッチを防ぐため、求職者を職場体験へ誘導しま
す。

札幌

高校
1～2
年生

就職前職業
ガイダンス

就職活動前の学生（主に高校１～２年生。進学予定者含む。）
に対し、地域の産業や業種について体験や実演を通して理解
を深めてもらう機会を創出します。

道内５地域
程度

若年者
（44歳
以下）

企業見学会・交流会
ものづくり産業等の理解・就業促進のため、企業見学会及び社
員との交流会を実施します。

札幌、函館
旭川、釧路
帯広、北見

合同企業説明会
ものづくり産業等の理解・就業促進のため、合同企業説明会を
実施します。（参加者・企業に対する事前セミナー含む。）

札幌、函館
旭川、釧路
帯広、北見

◎上記以外の支援メニューや詳細については、ジョブカフェ北海道ホームページをご覧ください。

※「ジョブカフェ北海道パートナーズ」とは、ジョブカフェ北海道の活動にご賛同・ご協力いただける企業です。
新規の場合は求人情報の提供をして頂き、支援対象者や各事業に該当する企業に対してジョブカフェより

情報提供いたします。なお、登録及び各サービス利用料は無料です。
（登録しない場合も、支援メニューは利用できます。）

※主なもの

☆ジョブカフェ北海道と、同ビル７階に設置された「札幌わかものハローワーク」、９階に設置された「札幌新卒応援
ハローワーク」は、『北海道わかもの就職応援センター“みらいっぽ”』として、一体的な就職支援を実施しています。
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従業員の就業環境整備や労働生産性向上などに取り組む企業の方々を支援するため、社会保
険労務士や中小企業診断士などの専門家が無料で相談に対応します。

制度の内容等

中小企業等の就業環境改善を促進するため、働き方改革支援員（中小企業診断士等）の派遣による
ハンズオン支援（働き方改革の段階に応じた伴走型支援）を実施します。

① 地域連携コース
【内容】

企業からの要請に応じて、働き方改革支援員と振興局職員が連携し、企業の働き方改革の
取組をきめ細かく支援します。

【派遣回数】
１企業に対して最大３回

② ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）見える化コース
【内容】

従業員のＷＬＢを実現しようとする企業に対し、働き方改革支援員によるヒアリング調査や従
業員アンケート調査を実施し、ＷＬＢの現状と課題の見える化をサポートします。

【派遣回数】
３回（１回目：企業概要ヒアリング、２回目：従業員アンケート調査、３回目：見える化

の報告）

常時雇用する従業員が300人以下の道内に事業所を有する企業

北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 働き方改革推進室 就業環境係
TEL 011-204-5354

無料

就業環境改善支援事業

社内における「働き方改革」を推進したい！

対象となる方

費用
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中小企業・小規模事業者が、生産性向上のための設備投資（機械設備、POSシステム等の導
入）などを行い、事業場内最低賃金を３０円以上引き上げた場合、その設備投資などにかかっ
た費用の一部を助成します。

制度の内容等

Ⅰ 支給対象は、事業場内最低賃金（※）と地域別最低賃金の差額が３０円以内の中小企業・小規模
事業者です。（事業場規模３０人以下の事業場）

※ 事業場内最低賃金とは、事業場内で最も低い時間当たり賃金額のことをいいます。

Ⅱ 主な支給要件
１（１） 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画（賃金引上計画）を策定すること。

（２） 生産性向上のための設備投資等の計画（業務改善計画）を策定すること。

２（１） 助成金交付申請後に、就業規則等に引上げ後の事業場内最低賃金を規定すること。
（２） 計画に基づき改正した就業規則等に基づき、引上げ後の賃金を支払うこと。
（３） 助成金交付決定後に、計画に基づく機器・設備等の導入・業務改善・費用支払いを行うこと。

※単なる経費削減のための経費等、対象経費とならないものがあります。
（４）解雇、賃金引下げ等、不交付とする事由がないこと。

Ⅰ 主な申請手続き

１ 助成金交付申請 賃金引上及び業務改善計画を策定し、交付申請書を労働局へ提出
２ 実績報告 労働局の交付決定後に、計画を実施し、その実績を労働局へ報告（※）

※ 交付決定前に支出した経費は助成対象経費になりません。
３ 助成金支払請求 労働局の助成金確定通知後に、助成金支払請求書を労働局へ提出
４ 状況報告 実績報告後の状況について労働局へ報告

Ⅱ 助成率・上限額
生産性向上のための設備投資等に要した費用に助成率を乗じて算出した額（※）を助成します。
※ 当該額が助成の上限額を上回る場合は、上限額までとなります。

助成率 ３／４
※ 生産性要件を満たした場合には、４／５

上限額 事業場内最低賃金の賃上げ労働者数に応じて次のとおりです。

Ⅲ 活用事例
１ 多機能付きレジスターを導入することで、レジ作業にかかる時間が短縮され、生産性が向上した。
２ ＰＯＳレジシステムを導入することで、接客にかかる時間が短縮され、生産性が向上した。

業務改善助成金

従業員の賃金を引き上げたい！

主な申請手続き・助成率・上限額・活用事例

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ものではありません。
詳しくは下記あてお問合せください。
北海道労働局 雇用環境・均等部 企画課 TEL 011-788-7874

①３０円コース
３０万円 賃上げ労働者１人
５０万円 賃上げ労働者２～３人
７０万円 賃上げ労働者４～６人

１００万円 賃上げ労働者７人以上

②６０円コース
６０万円 賃上げ労働者１人
９０万円 賃上げ労働者２～３人

１５０万円 賃上げ労働者４～６人
２３０万円 賃上げ労働者７人以上

③９０円コース
９０万円 賃上げ労働者１人

１５０万円 賃上げ労働者２～３人
２７０万円 賃上げ労働者４～６人
４５０万円 賃上げ労働者７人以上
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人材確保等支援助成金

雇用管理制度の導入など職場定着に取り組みたい！

Ⅰ

事業主が、新たに認定された雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メ

ンター制度、短時間正社員制度（保育事業主のみ））に取り組み、離職率を目標値以上に低下さ

せた場合に、目標達成助成として、57万円（生産性要件を満たした場合は72万円）を支給します。

※平成30年度より、制度導入助成が廃止になりました。

Ⅱ

介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切

な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、機器導入助成（介護福祉機器の導入

費用の25％（上限150万円）)を、介護福祉機器の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られ

た場合に目標達成助成(介護福祉機器の導入費用の20％(生産性要件を満たした場合は35％（上限

150万円））を支給します。

Ⅲ

保育事業主または介護事業主が、保育労働者または介護労働者の職場への定着の促進に資する

賃金制度の整備（職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるものの整備）を行っ

た場合に制度整備助成（50万円）を支給します。

賃金制度の適切な運用を経て、保育労働者または介護労働者の離職率に関する目標を達成した

場合、計画期間終了1年経過後に目標達成助成(第1回)(57万円(生産性要件を満たした場合は72万

円))を、計画期間終了3年経過後に目標達成助成(第2回)(85.5万円(生産性要件を満たした場合は108

万円))を支給します。

雇用管理制度の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するも

ので、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保と、魅力ある職場の創出を目的としています。

また、介護事業主が介護福祉機器を導入した場合や、保育分野および介護分野における人材不

足を解消するため、保育事業主や介護事業主が保育労働者または介護労働者の職場への定着の促

進に資する賃金制度の整備などを通じて、労働者の離職率の低下に取り組んだ場合や生産性向上

のための人事評価制度や設備投資等を行った事業主に対しても支給します。

雇用管理制度助成コース

介護福祉機器助成コース

介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

人事評価改善等助成コース

生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通して、生産性の向上、賃金アップ及び離
職率の低下を図る事業主に対して助成するもので、制度整備助成として50万円、目標達成助成とし
て80万円を支給します。

設備改善等支援コース

生産性向上に資する設備への投資を通じて生産性の向上、雇用管理改善（賃金アップ等）を図る事
業主に対して助成します。

助成を受けるためには、雇用管理改善計画を作成し、計画に基づく設備等の導入、賃金アップの実
施が必要です。雇用管理改善計画には1年タイプと3年タイプがあり、1年タイプでは中小企業のみが
対象で、計画達成助成50万円、上乗せ助成80万円を支給、3年タイプでは、中小企業及び大企業が
対象で、1年目として50万円～100万円（設備投資額により変動）、2年目は50万円～150万円(設備投
資の額により変動）、3年目は80万円～200万円(設備投資の額により変動）をそれぞれ支給します。

Ⅴ

Ⅳ
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日本の労働法制や雇用慣行などの知識不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関す
るトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境
の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成す
るものです。

・生産性要件を満たした場合：支給対象経費の３分の２（上限７２万円）

・生産性要件を満たしていない場合：支給対象経費の２分の１（上限５７万円）

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きの詳細については、北海道労働局へお尋ねください。
・雇用助成金さっぽろセンター６Ｆ（北海道労働局） ℡：０１１－７８８－９１３２

• 働き方改革のために人材確保することが必要な中小企業事業主が新たに労働者を雇い入れ、
一定の雇用管理改善を実現した場合に対して助成するものです。

• 計画達成助成：労働者一人当たり６０万円（短時間労働者の場合は４０万円）

• 目標達成助成：労働者一人当たり１５万円（短時間労働者の場合は１０万円）

厚生労働省では、事業所における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた
事業主が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率の割増を行っています。
割増の対象となる助成金及び「生産性要件」につきましては、厚生労働省ＨＰ「労働生産性を向

上させた事業所は労働関係助成金が割増されます」をご参照願います。

【URL】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

人事評価改善等助成コースⅧ

人事評価改善等助成コースⅦ

働き方改革支援コースⅥ
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従業員の職業生活と家庭生活の両立の取組を支援する助成金（Ⅰ出生時両立支援コース、Ⅱ介
護離職防止支援コース、Ⅲ育児休業等支援コース、Ⅳ再雇用者評価処遇コース、Ⅴ女性活躍加速
化コースがあります。）

制度の内容等

※下記の＜ ＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額です。詳しくは厚生労働省ＨＰをご確認ください。
Ⅰ 出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生

じた事業主に支給します。

①１人目の育休取得

中小企業 ５７万円＜７２万円＞ 個別支援加算 １０万円＜１２万円＞

中小企業以外 ２８．５万円＜３６万円＞ 個別支援加算 ５万円＜６万円＞

②２人目以降の育休取得

中小企業 育休５日以上 １４．２５万円＜１８万円＞ 個別支援加算 ５万円＜６万円＞

育休１４日以上 ２３．７５万円＜３０万円＞ 〃

育休１か月以上 ３３．２５万円＜４２万円＞ 〃

中小企業以外 育休１４日以上 １４．２５万円＜１８万円＞ 個別支援加算 ２．５万円＜３万円＞

育休１か月以上 ２３．７５万円＜３０万円＞ 〃

育休２か月以上 ３３．２５万円＜４２万円＞ 〃

③育児目的休暇の導入・利用

中小企業 ２８．５万円＜３６万円＞

中小企業以外 １４．２５万円＜１８万円＞

Ⅱ 介護離職防止支援コース（中小企業事業主のみ対象）

「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた

、または介護のための柔軟な就労形態の制度（介護両立支援制度）利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

① 介護休業 休業取得時 ２８．５万円＜３６万円＞ 職場復帰時 ２８．５万円＜３６万円＞

② 介護両立支援制度 ２８．５万円＜３６万円＞

Ⅲ 育児休業等支援コース（中小企業事業主のみ対象）

①②育休取得時・職場復帰時

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業

を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

育休取得時 ２８．５万円＜３６万円＞

職場復帰時 ２８．５万円＜３６万円＞（職場支援加算 １９万円＜２４万円＞）

③代替要員確保時

育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。

１人当たり ４７．５万円＜６０万円＞（有期雇用労働者の場合に加算（９．５万円＜１２万円＞））

④職場復帰後支援

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、育児・介護休業法を上回る「子の

看護休暇制度（有給、時間単位）」または「保育サービス費用補助制度」の導入などの支援に取り組み、利用者が生じ

た中小企業事業主に支給します。

制度導入時 ２８．５万円＜３６万円＞

制度利用時（子の看護休暇制度）１，０００円＜１，２００円＞×時間 （保育サービス費用補助制度）実費の２／３

Ⅳ 再雇用者評価処遇コース

妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤等または転居を伴う転職を理由とし退職者について、退職前の勤務を評価する再雇用制度を周知

した上で、再雇用の実績が生じた事業主に支給します。

・ 再雇用１人目 中小企業 ３８万円＜４８万円＞ 中小企業以外 ２８．５万円＜３６万円＞

・ 再雇用２～５人目 中小企業 ２８．５万円＜３６万円＞ 中小企業以外 １９万円＜２４万円＞

※ 継続雇用６か月後・継続雇用１年後の２回に分けて半額ずつ支給

Ⅵ 女性活躍加速化コース ※ 業種に関わりなく、常時雇用する労働者が３００人以下の事業主のみ

中小企業事業主が女性社員の活躍に関する状況把握・課題分析を行った上で、女性活躍推進法に基づき、課題解決に相応しい取組目標

及び数値目標を盛り込んだ行動計画を策定・公表し、取組目標を実施したことにより、数値目標を達成した場合に支給します。

４７．５万円＜６０万円＞

両立支援等助成金

職業生活と家庭生活の両立支援や女性活躍に取り組みたい！

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ものではありません。
詳しくは下記あてお問合せください。
北海道労働局 雇用環境・均等部 企画課 TEL 011-788-7874
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時間外労働の上限規制等に対応するため、生産性を高めながら働く時間の縮減等に取り組む
中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対し助成します。

制度の内容等

Ⅰ 労働時間短縮・年休促進支援コース（申請期限 １１月３０日（月） ）
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業

主が、成果目標（交付要綱に規定する４つの取組（①月６０時間を超える３６協定の時間外労働時間数を縮
減、②所定休日の日数の増加、③特別休暇制度の導入（病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇のい
ずれか１つ以上）、④時間単位の年次有給休暇制度の導入）から１つ以上を実施）の取組を実施する場合に
支給します。
＜支給額＞ 成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を助成しま
す。（補助率は３/４又は４/５。上限額は、上記①は最大１００万円、②～④においては最大５０万円。また、
労働者の時間当たりの賃金額を３％以上または５％以上引き上げを行うことを成果目標とした場合、引き上
げ率及び引き上げ人数に応じて加算し、最大２４０万円まで加算。）

Ⅱ 勤務間インターバル導入コース
中小企業事業主が、成果目標（勤務間インターバル制度（※）の導入・拡充）のための取組を実施する場合

に支給します。
※勤務間インターバルとは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や

睡眠時間を確保するものであり、健康の確保や過重労働の防止にも資するものです。

＜支給額＞ 成果目標を達成した場合、支給対象となる取組に要した経費の一部を助成します。（補助率は
３/４又は４/５。上限額は最大１００万円。）
※詳細については厚生労働省HPをご覧ください。

Ⅲ 職場意識改善特例コース（申請期限 ５月２９日（金） ）
新型コロナウイルス感染症対策の１つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇

制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に支給しま
す。
＜支給額＞ 成果目標の達成した場合、支給対象となる取組に要した経費の一部を支給します。（補助率は
３/４又は４/５。上限額は最大５０万円）

Ⅳ 団体推進コース（申請期限１１月３０日（月） ）
事業主団体等が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主（「構成事業主」）の労働者の労働

条件の改善のために、成果目標（時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を行い、構成事業主の１/
２以上に対してその取組又は取組結果を活用する）達成に向けた取組を実施する場合に支給します。
＜支給額＞ 対象経費の合計額、総事業費から収入額を控除した額及び上限額（５００万円又は１，０００万
円）のうち、いずれか低い方の額

働き方改革推進支援助成金

労働時間等の改善により働き方改革に取り組みたい！

次の①から③の順に手続きを行います。
①「交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、北海道労働局雇用環境・均等部企画課に

提出し、事業実施の承認を受けてください。
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施してください。※交付決定前の取組は支給対象外で

す（上記Ⅲを除く）。
③労働局に支給申請してください。

利用の流れ

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ものではありません。
詳しくは下記あてお問合せください。
北海道労働局 雇用環境・均等部 企画課 TEL 011-788-7874
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