
道立工業技術センター、道立オホーツク圏地域食品加工技術センター及び道立十勝圏食品加工技術セ

ンターでは、道内企業等の技術的課題の解決に向けて技術相談などを行うとともに、新製品・新技術の
開発などを共同研究や依頼試験分析などにより支援しています！

支援内容

北海道立工業技術センター
住所：〒041-0801 函館市桔梗町379番地 ℡ 0138-34-2600
URL：http://www.techakodate.or.jp/center/

北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センター
住所：〒090-0008 北見市大正353－19 ℡ 0157-36-0680
URL：http://foodohotuku.jp/

北海道立十勝圏地域食品加工技術センター
住所：〒080-2462 帯広市西22条北２丁目23－10 ℡ 0155-37-8383
URL：http://www.food-tokachi.jp/

道立工業技術センター等の技術支援等

技術相談や共同研究、試験分析をしたい！

区 分 内 容

技術支援

（技術相談）
研究職員が企業等の技術的課題や新製品・新技術開発など、各種相談に応じます。

（現地技術支援）
研究職員が企業等を訪問し、技術的課題の解決に向けて助言します。

（移動食品加工技術センター）
地域食品加工技術センターでは、圏域内各地域に出向いて、個別技術相談及び現地技術

支援等を行います。

技術者養成

（技術講習会）
先端的な技術及び基礎・応用技術の習得を目的とした講習や研修を行います。

（研修生受け入れ）
道内企業等の技術者や研究者を研修生として受け入れ、技術の習得を図ります。

試験分析
（有 料）

道内企業等の依頼を受け、有料で試験、分析、測定などを行います。

設備機器等の開放
（有 料）

各種設備や加工機械、測定機器、分析機器などを有料で道内企業等に開放します。
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支援内容

企業立地を促進するための助成措置（北海道産業振興条例）

北海道で事業をしたい！

類
型
分
野

対象業種(事業) 対象地域
新設
増設

補助要件
・投資額
・雇用増

助成額 限度額 通算限度額

類
型
Ⅰ

成
長

産
業
分
野

自動車関連製造業

航空機関連製造業（注3）
高機能素材・複合材料関連製造業
（注3）

全道
(札幌市を除く)

(植物工場は、工
業団地又は工場
適地に限る。（札

幌市を除く)）

新設

5億円以上

20人以上

投資額の10% 15億円注9 20億円

同一企業につき増設 投資額の5% 5億円

電気・電子機器製造業
医薬品製造業
食関連産業
植物工場
新エネルギー関連製造業

新設 投資額の10% 10億円注9

13億円

同一企業につき増設 投資額の5% 3億円

新エネルギー供給業
※市町村支援の対象であること

新設
10億円以上

1人以上
投資額の5% 1億円 －

データセンター事業

新設 一般型
10億円以上

5人以上
環境配慮型
注5

20億円以上
5人以上

投資額の10%

一般型
3億円

環境配慮型
5億円

一般型
4億5千万円
環境配慮型
7億5千万円

同一企業につき増設 投資額の5%

一般型
1億5千万円
環境配慮型
2億5千万円

基盤技術産業.

新設 2,500万円以
上

5人以上

投資額の10%

3億円
13億円

同一企業につき
増設 投資額の5%

本社機能移転事業 全道 新設

（投資額
要件なし）
20人以上
（札幌市は
30人以上）

１年間の賃料の
１／２×３年間
（札幌市は１年

間）

1,000万円／
年

－

発
展
基
盤
施
設

分
野

自然科学研究所
※成長産業分野に関する業種に限る。

全道

新設
10億円以上
研究員5人以

上
投資額の10% 10億円

13億円

同一企業につき

増設
5億円以上
研究員5人以

上
投資額の5% 3億円

高度物流関連事業
※成長産業分野に関する業種に限る。

全道
（札幌市を除く）

新設

20億円以上
20人以上

投資額の10% 10億円

増設 投資額の5% 3億円
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北海道経済部 産業振興局 産業振興課 立地推進第一係 ℡ 011-204-5324

類型
分
野

対象業種(事業) 対象地域
新設
増設

補助要件
・投資額
・雇用増

助成額 限度額 通算限度額

類型Ⅱ

市
町
村
連

携
促
進
分
野

・製造業
・自然科学研究所
・高度物流関連事業
・データセンター事業
・ソフトウェア業
・情報処理・提供サー
ビス業

・コールセンター事業
・植物工場
※市町村が行う立地
助成措置の対象であ
ること
※旧企業立地促進法
適用地域においては
指定集積業種

特別対策地域 注4
新設
増設

2500万円以上

5人以上（補助
対象施設と一体
的に事業を行う
施設の雇用増
（２人まで）を含
むことができる）

投資額の4％

雇用増1人あたり50万
円(雇用増が6人以上
の場合6人目から支給)

投資額の8％

雇用増1人あたり50万
円(雇用増が6人以上
の場合6人目から支給)

投資額の4％

雇用増1人あたり50万
円(雇用増が6人以上
の場合6人目から支給)

1億円

5,000万円

1億円

5,000万円

1億円

5,000万円

投資助成

3億円

同一企業につき

特別対策地域と、地域
未来投資促進法適用地
域又は旧企業立地促進
法適用地域が重複する
地域
注6・注7

地域未来投資促進法適
用地域又は旧企業立地
促進法適用地域
注６・7

新設

新設

工業団地
(札幌市を除く) (製造業

又は植物工場に限
る。)(植物工場は、工業
団地と工場適地を対象
とする。（札幌市を除く）)

新設 5,000万円以上
5人以上（補助

対象施設と一体
的に事業を行う
施設の雇用増
（２人まで）を含
むことができる）

投資額の8%

1億円

増設 投資額の4%

注１ 助成額が投資額を上回る場合は、投資額を助成額とします。
また、他の補助制度により補助を受けている場合、類型Ⅱにおいて市町村が行う立地助成措置の助成内容を上回る場合などにおいては、助成額を
調整することがあります。なお、債務超過の状況にある等の理由により、継続的な事業の実施が困難であると認められるときは助成しない場合があ
ります。

２ 認定事業者は、一つの立地計画ごとに、類型Ⅰ又は類型Ⅱの対象業種（事業）のうちいずれかの業種の補助金の交付を受けることができます。
３ 地域未来投資促進法第13条第４項の承認を受けた事業で、知事が特に必要と認める事業に限る。（有識者会議の意見聴取を踏まえ、高い経済波及
効果等が認められたもの。）
４ 特別対策地域とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律などの地域関係開発法の適用地域です。
５ 環境配慮型データセンターとは、雪氷、太陽光等の自然エネルギーを活用することにより、空調設備の消費電力を通常のデータセンターに比して

20パーセント以上低減する設備を有すると知事が認めるものをいいます。
６ 札幌市の区域にあっては、特認事業者が新設する場合に限ります。
７ 特認事業者とは、地域未来投資促進法第13条第4項の規定による知事の承認を受けた事業者で、経済的効果が特に高いと知事が認める新設をする
ものです。
８ 補助金は、10年以内で分割して交付することがあります。
９ 雇用増に応じた上限スライド制を適用します。雇用増に応じた上限スライド制とは、雇用増の人数に応じて限度額を設定するものです。

自動車関連製造業、航空機関連製造業、

高機能素材・複合材料関連製造業
電気・電子製造業、医薬品製造業

雇用増 限度額 雇用増 限度額

２０人以上５０人未満 ５億円 ２０人以上５０人未満 ５億円

５０人以上１００人未満 １０億円 ５０人以上 １０億円

１００人以上 １５億円

ご利用方法

助成を受けるためには､工事着手前90日から工事着手する日までに立地計画の認定申請をし､立地計画の認
定を受けることが必要です。

URL：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/sgr/yugu/sinhojoseido.htm
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小規模企業者等の方が、創業又は経営の革新に必要な設備を導入する際に、（公財）北海道中小企業

総合支援センターがその設備を購入し、小規模企業者等の方に分割払いで販売又はリースでお貸ししま
す！

制度内容

・常時使用する従業員数が５０人以下の中小企業者等
・対象設備は、道内に設置する生産・加工などに供する機械装置等で新品のもの

※土地、建物、電気・配線工事、車両登録諸費用（諸税含む）、単体が１０万円未満のもの、
中古設備等は対象外

（公財）北海道中小企業総合支援センター 金融支援部 金融支援グループ
℡ 011-232-2404

URL：https://www.hsc.or.jp/consul/facility/_small/

小規模企業者等設備貸与制度

設備を導入したい！

対象となる方、対象設備

割 賦 販 売 リース

貸付限度額 100万円～1億円

貸付利率
割賦損料率
年1.8～2.0％

月額リース料率
0.998(10年)～2.955(3年)％

貸付期間
法定耐用年数により最長１０年

(うち据置期間１年以内）
法定耐用年数に応じ、３～１０年
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道が認定する戦略産業における人材確保に向けた企業の意識改革や採用戦略の展開、職場定着に向けた
就業環境改善等の取組を支援し、雇用の創出・安定を図る。

制度の内容等

１ コーディネーター・アドバイザーによる相談支援
多様な人材の確保に向けて、中小・小規模企業等の取り組みを支援するコーディネーターを配置

し、アドバイザーとともに個別相談を行い、各種サポートを行う。（オンラインを活用した採用戦
略支援、業務改善の見直し、企業見学受入、長期インターンシップ受入等）

２ 人材募集・業務改善等に向けた取り組みを支援
補助対象者：人材確保に取り組む中小・小規模企業等
対象の取組：人材確保・職場定着にかかるアドバイザー招聘
対象経費：謝金・旅費
補助率：１／２（上限1,000千円）
交付件数：10件

３ コーディネーターによる定着支援
人材採用から定着までコーディネーターによる伴奏支援を行う。

＜対象事業者＞
道の指定分野を対象とする。

○先端的産業分野
製造業・情報通信業
デジタルや先端技術を活用できる業種

○人手不足産業分野
農業、林業、卸売業・小売業、製造業、サービス業、運輸業、郵便業、建設業

経済部 労働政策局 産業人材課 人材確保支援係 TEL 011-251-3896

戦略産業人材確保・定着支援事業

人材の確保・定着に取り組みたい！

対象事業者など
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求人マッチングサイトに広告を掲載している「移住支援金対象法人」(道に登録申請が必要)に就業した
東京圏からの移住者に対し、最大100万円(世帯100万円、単身60万円)を支給しています。

移住支援金の対象となる移住者について（支給要件）

次の①～④の全てを満たしている方です。
①移住する直近の10年間のうち通算５年以上、東京２３区に在住or通勤されていた方

②移住する直前で、１年以上、東京23区に在住or通勤されていた方

③北海道内の移住支援金対象の126市町村に転入された方

④求人マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されている法人に新規就業された方

①求人マッチングサイトの概要

・マッチングサイトに求人掲載をすれば、移住支援金の対象法人となることができ、
要件を満たして貴社に入社された方に、最大100万円（移住支援金）を支給します。

※ 法人に移住支援金の負担はありません。

・求人条件をより魅力的にすることができる絶好の機会ですので、是非ご活用ください。

②求人広告の掲載について
・広告の掲載にあたっては次の２つの手順が必要です。

１．道への登録申請 …道ホームページの登録申請書（エクセル）をダウンロードし、
法人名など必要項目を記入後、メールにて提出してください。

（道での登録承認後↓）

２．求人広告の作成（掲載無料）…サイトに掲載する求人広告を作成願います。

※マッチングサイトの閉鎖期間も、登録を受け付けます。

・詳細及び申請方法は道ＨＰ「移住支援金特設ページ(法人向け)」をご参照ください。
(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/matching.htlml)

北海道経済部 労働政策局 産業人材課 人材確保支援係
(ＴＥＬ)０１１－２５１－３８９６(直通)

ＵＩＪターン新規就業支援事業(移住支援事業)

道外在住の優秀な人材を確保したい！

求人マッチングサイトの概要及び求人掲載方法

お問い合わせ先

(道ＨＰ)
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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・函館を除く）
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
（企業実習付きコース）
機械メンテナンス科、住宅施工技術科、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）
金属加工科、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
（企業実習付きコース）
機械加工技術科

○ポリテクセンター函館（函館訓練センター）
（標準コース）
ものづくり機械科、住宅リフォーム技術科、ビル管理技術科、電気設備技術科、ビジネスワーク科

○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、電気システム科、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：https://www3.jeed.go.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：https://www3.jeed.go.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：https://www3.jeed.go.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：https://www3.jeed.go.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
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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事業者につき10万円）

■補助率
１／２以内

※事業実施は国の交付決定後となりますので、募集開始時期等は、下記ＵＲＬを御確認ください。

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 ものづくり産業係 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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北海道プロフェッショナル人材センターでは、新規事業の創出、既存事業の拡大、生産性の向上などを
リードするプロフェッショナル人材の採用または副業・兼業での活用をサポートします！

制度の内容等

○地域企業の人材確保や経営改善、事業展開等の課題を解決する人材ニーズを発掘し、副業・兼
業人材の受け入れによる解決も含め、プロフェッショナル人材の活用ニーズを民間の人材ビジ
ネス事業者に取り次ぎ、マッチングをサポートします。

○人材活用による経営改善やプロフェッショナル人材の活用事例を紹介するセミナーを開催しま
す。

※プロフェッショナル人材とは
新たな商品・新たな商品・サービスの開発、その販路の開拓や、個々のサービスの生産性向上
などの取組を通じて、企業の成長戦略を具現化していく人材。

企業の成長戦略を実現するため、以下のように新たな人材の活用を検討している方は、ぜひお気軽に
北海道プロフェッショナル人材センターにご相談ください。

○商品に自信があるが、新たな販路を開拓していく方法がわからない！
○新製品・新技術の開発力を高めたい！
○海外進出するために責任者がほしい！
○経営を支える管理者がほしい！
○後継者を中心に将来の経営体制を整えていきたい。

○人事制度開拓のために、プロフェッショナル人材を一時的に活用したい！
○ 期間を限定したプロジェクト単位での課題解決のために、副業・兼業人材を活用したい！

経済部 労働政策局 産業人材課 人材確保支援係 TEL 011-251-3896

プロフェッショナル人材センター運営事業

プロフェッショナル人材を活用したい！

対象事業者など

お問い合わせ先
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「年齢にかかわりなく働ける企業」に向けて高年齢者の雇用管理の改善や多様な就業機会の確保

等に取り組む事業主に対して、高年齢者の雇用に関する技術的事項の相談・助言等を行います。

制度の内容等

○相談・助言サービス
高年齢者雇用アドバイザー及び65歳超雇用推進プランナー（以下「高年齢者雇用アドバイザー

等」と言います。）が企業を訪問の上、高年齢者の雇用を進めるための課題を把握・整理し、問題解
決のための手順・方法等について、以下に関する専門的かつ技術的な相談・助言を行います。

・人事管理制度の整備に関すること
・賃金、退職金制度の整備に関すること
・職場改善、職域開発に関すること
・能力開発に関すること
・健康管理に関すること
・その他高齢者等の雇用問題に関すること

○制度改善提案
高年齢者雇用アドバイザー等が将来に向けた高年齢者の戦力化のために、65歳以上の定年引上げ

や65歳を超えた継続雇用延長等の制度改善に関する具体的な提案を行います。

○企画立案等サービス
高年齢者雇用アドバイザー等が、その専門性を活かして人事・労務管理上の諸問題について具体的

な解決案を作成し、高年齢者の継続雇用等を図るための条件整備を支援します。
また、中高齢従業員の就業意識の向上等を支援するために、研修プランをご提案し、研修を行いま

す。

※ 高年齢者雇用アドバイザー及び65歳超雇用推進プランナーとは、高齢者の雇用に関する専門的
知識や経験等を持っている専門家です。

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
北海道支部 高齢・障害者業務課 ℡ 011-622-3351
URL：https://www.jeed.go.jp/elderly/employer/advisary_services.html

○相談・助言サービス及び制度改善提案は無料です。
○企画立案等サービスは有料ですが、費用の一部を当機構が負担します。
※詳細はお問い合わせください。

高年齢者雇用に関する事業主への支援

「年齢にかかわりなく働ける企業」を目指したい！

費用
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高年齢者の雇用の促進を図るため定年の引き上げ等を行った事業主に対して国の予算の範囲内
で助成金を支給します。

支給額

【定年引上げ又は定年の定めの廃止】 （）は引上げ幅

【希望者全員を66歳以上の年齢までの継続雇用】

★定年引上げと、継続雇用制度の導入等
を合わせて実施した場合の支給額は、
いずれか高い額のみとなります。

【他社による継続雇用制度の導入】

【対象被保険者】
・支給申請日の前日において、当該事業主に各職種等における常時雇用する労働者として1年以上継続して
雇用される者であって60歳以上の被保険者であること。（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者
を除く）
【対象事業主】
・雇用保険適用事業所の事業主であること。
・労働協約又は就業規則を書面により定めていること。また、常時雇用する従業員が10名以上の事業所に
おいては、就業規則を労働基準監督署へ届けていること。
・高年齢者雇用推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。
○ その他、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第８条及び第９条を遵守していることや雇用関係
助成共通の要件などいくつかの受給要件があります。

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
北海道支部 高齢・障害者業務課 ℡ 011-622-3351
URL：https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html

・就業規則等により、旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、旧定年年齢及
び継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入等のいずれかの制度
を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出ること。
・改正した就業規則を労働基準監督署に届出を行うこと。
・就業規則により定年の引き上げを実施する場合は専門家等に就業規則の改正を委託し経費を支出したこ
と。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結する場合はコンサルタントに相談し経費を支出し
たこと。

６５歳超雇用推進助成金（６５歳超継続雇用促進コース）

高齢者の定年を引き上げたい！

対象者・対象事業者など

定年引上げ等の実施

措置内容

60歳以上

被保険者数

65歳への引上げ

66歳～69歳への引上げ 70歳未満から
70歳以上への

引上げ

定年（70歳未満
に限る）の定め

の廃止（5歳未満） （5歳以上）

１～３人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円

４～６人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円

７～９人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円

1０人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

措置内容（雇用延長年齢）
60歳以上

被保険者数

66～69歳への

引上げ

70歳未満から
70歳以上への

引上げ

１～３人 15万円 30万円

４～６人 25万円 50万円

７～９人 40万円 80万円

１０人以上 60万円 100万円

措置内容（雇用延長年齢） 66～69歳への引上げ 70歳未満から70歳以上への引上げ

支給額（上限額） 10万円 15万円
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