
人材育成に関する研修・ セミナーを受けたい !

産業人材育成研修情報提供事業

一次産業、二次産業及び二次産業における人材育成に関する研修 ロセミナーの情報を研修 ロセミナーポー
タルサイト(北海道産業人材育成ネットワーク内)にて提供しています。

・下記URLよ り研修 ロセミナー情報を参照できます。
口下記URLか ら利用者登録を行つてください。随時受付しています。登録を行うと、新着情報・サイ トに

載らない更新情報についてお知らせするほか、研修 ロセミナーの要望を受付し、研修実施機関における実

施を検討します。
・URL:http://ww.hrd.pref.hokkaido.jp/nlatch/index.html

北海道経済部 労働政策局 人材育成課 産業人材グループ L011…204-5357



在職者の職業訓練について相談したい

0 北海道労働政策協定を踏まえ、平成28年 1月 28日 に、北海道労働局、北海道、独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構の3者で、北海道ビジネスサポー トロハローワーク内に設置 しました。

社員の人材育成に取り組み、スキルアップをお考えの企業の方、お気軽にご相談ください。
●職業訓練

能力開発セミナー、認定職業訓練制度
(実施機関 :北海道、独立行政法人高齢 口障害・求職者雇用支援機構)

●助 成 金
キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、企業内人材育成推進助成金

(実施機関 :北海道労働局)

北海道ビジネスサポー ト・ハローワーク   L011…200-1622

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9F



社員の人材育成について相談したい !

人材育成プラン

「職業能力開発体系」を活用した人材育成プランづくりの流れは、「仕事の見える化」、「能力の見える化」、
「目標の見える化」、「能力開発の見える化」の順で進めていきます。

1.仕事の見える化 (仕事に必要な職業能力は何か?)
2.能力の見える化 (個人ごとにどの仕事がどの程度できるか?)
3.目 標の見える化 (個人ごとに次の能力開発の目標は何か?)
4.能 力開発の見える化 (能力開発をどのように進めるか?)

職業能力開発体系を活用した「人材育成プランのご提案Jの流れについては、「人材育成のパートナーJの

リーフレッHこ詳細を記載しております。「人材育成のパートナー」のリーフレットからダウンロードしてご覧くだ
さい。 http:〃 倒ヽ甲哩Jeed.0「.ipノ is/ilovOnushi′ om5ru8000000584n― attlom5ru8000000594k.Ddf

01.人材育成のメリットは何ですか。
Al.従業員のスキルアップにより生産性の向上や事業の拡大が期待できます。また、従業員のモチベーショ
ンが向上し、職場定着率の向上にもつながります。

02.職業能力開発体系とは何ですか。
A2.職業能力の開発及び向上に向けて、人材育成をどのように計画的・効果的に進めるかについて整理する
ためのツールです。仕事・作業に必要な職業能力 (知識、技能 口技術)を段階的・体系的に整理した「職業
能力の体系」と、それらを身につけるための訓練カリキュラムを同様に整理した「職業訓練の体系」からな
っています。このうち「職業能力の体系」は、キヤリア形成促進助成金等の厚生労働省の助成金における「
汎用性のある評価基準」に定められています。

03.どのように人材育成を支援してもらえますか。
A3.従業員の人材育成における課題解決のために、職業能|力 開発体系を活用して4つの「見える化」の流れ
で従業員の職業能力の開発及び向上に関する支援を行います。御社のご要望にあわせて、ハロー トレーニン
グ (在職者訓練)の実施、指導員 (講師)派遣、機器設備等をご利用いただけます。

04.費 用はかかりますか。
A4.「人材育成プラン」は無料でご提案いたします。

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 北海道支部
O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)副1練第二課 L011-640-8823

URL:http://wwW3.jeed.or.jp/hokkaido/poly/
Oポリテクセンター旭川 (旭川訓練センター)訓 練課 L0166-48-2327

URL:http://www3.jeed.or.jp/asahikawa/poly/index.html
Oポリテクセンター釧路 (釧1路訓練センター) 訓練課 L0154-57-5938

URL: http://wwW3.jeed.or.jp/kushiro/poly/
Oポリテクセンター函館 (函館訓練センター) 訓練課 L0138-52-0323

URL:http://wwW3.jeed.or.jp/hakOdate/poly/
0ポリテクカレッジ北海道 (北海道職業能力開発大学校)援助計画課 L0134-62…3551

URL:http:〃 ww3.jeed.or.jp/hokkaido/college/oompany/society/index.html

:
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従業員の人材育成をしたい !

生産性向上支援訓練

実施主体  独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 生産性向上人材育成支援センター
(以下「生産性センター」という)

制度利用の流れ
1 課題の洗い出し   (お 客様)

2 訓練コースの決定  (お客様と生産性センターの打ち合わせ)

3 訓練実施機関の選定  (生産性センター)

↓

4 受講申込      (お 客様から生産性センターヘの申込)

5 訓練受講      (お 客様)

訓練のコース内容
A 生産・業務プロセスの改善

O生産管理
O品質保証
0流通 口物流
0管理・事務処理 (パ ックオフィス)

B 横断的課題
O組織マネジメン ト

C 売上げ増加
0営業 口販売
0マーケティング
O企画 口価格
0プロモーション

I 訓練時間       12～ 30時間(座学と演習)

Ⅱ 受講料(1人あたり)  12～ 18時間コース 5,000円 (税別)、 19～ 30時間コース 6,000円 (税別)

Ⅲ 実施場所       自社の会議室での実施やポリテクセンター北海道等の外部の研修施設の利用など、
お客様の要望に応じた対応が可能です。

Ⅳ 訓練実施担当者    機構が民間機関等に委託して実施します。

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 北海道支部
北海道職業能力開発促進センター (ポ リテクセンター北海道)

生産性向上人材育成支援センター L(011)640-8828 FAX(011)640-3830
URL:http://www3.jeed.or.jp/hokkaido/poly/biz/index.htmi



社員の専門的矢□識や技能・技術を向上させたい !

能力開発セミナー (在職者訓1練)
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企業の成長・発展には、競争力及び経営資源を強化する「人材育成」が欠かせません。 高齢・障

害・求職者雇用支援機構では、企業の生産現場で働く在職者が抱える課題解決のため、生産性の向上
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や業務の改善、新たな製品の創造に必要な専門的知識及び技能・技術を習得する職業訓練を実施して

います。
セミナーコースー覧URL:
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た研修を実施したい。」等のご要菫[対し、オーダーコースLしそ[ミ子上を実施することも可能です。

各ポリテクセンター等(巻末の問い合わせ先一覧参照)にお問い合わせくだ社 ｀
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嘉量晏乖露増盤業籠脅調羹1進センター)訓練第二課 L011-640-8823

URL:http://WWW3.jeed.or.jp/hOkkaldo/poly/



従業員の能力向上に取り組みたい
能力開発セミナー (在職者訓練)

学院名 訓 練 科 目 日 程 内   容 実施地

札 幌

消防設備科①
プロック施工科
支援技術向上科
消防設備科②

6.29- 6.30
7.1～ 712
10. 5～ 10. 6

1.17～ 1.19

消防設備法令
プロック施エ

障がい者支援施設職員スキル向上
消防設備法令

市

市

市

市

幌

幌

幌

幌

札

札

札

札

函 館

臓機製図科
建築塗装科
溶格科

1.15～  1.24
2. 1～ 2.15
2.20- 2.23

腱図基礎
塗装デザイン
アーク溶接特別教育

市

市

市

館

館

館

函

函

函

旭  川

木工科
木工科 (1級・2級コース)

OA事務科
木造建築科
土木科

6.10～  6.11
6.17～ 6.18
10.16-10.20
12. 2～ 12.10
2.19- 2.23

施工法 (建具製作)

施工法 (家具製作)

″ord(初級+実践)

施工法
2級土木施工管理技士

旭川市
旭川市
名寄市
旭川市
旭,‖ 市

介護サービス科 (1)
介饉サービス科 (■ )

介護サービス科 (Ⅲ )

自動車整備科
配管科
現光科
CAD製 図科
睡気科
土木科

6.27- 7.27
6.29- 3. 1
7.5～ 8.3
7.12～  9.13
1.19- 1.20
1.24- 2.28
1.30- 3. 8
2. 7～  3 14
2.19- 2.23

介護支援
介護支援
介護支援
二級ガソリン
建築配管
おもてなし英会話
」W― CAD
2級電気工事施工管理技士 (電気)

2級土木施工管理技士 (土木)

枝幸町
稚内市
天塩町
稚内市
稚内市
稚内市
稚内市
稚内市
稚内市

Jヒ  J巳

1級管工事科
パソコン基礎科 I

介饉実務科
1級建築科 Π
パソコン基礎科Ⅱ
パソコン基礎科
経理科
自動車整備科
観光ビジネス科
瞳具技術科

6.12～ 8 3
6.15～ 7. 6
7.21-9.15
8.17～ 10.12
8.23- 9.13
8.21-9.21
9. 5～ 11.17
9. 6-10.25
10. 5～ 10.26
3.19- 3.20

施工管理技士受験対策
ワー ド基礎・応用
介護支援専門員試験受検対策
施工管理技士実地受験対策
エクセル基礎・応用
表計算受験対策
日商簿配受験対策
1級小型自動車整備士受験対策
観光知識・観光英会話
建具加工技術科

網走市
遠軽町
網走市
北見市
遠軽町
美幌町
網走市
北見市
遠軽町
北見市

室 蘭
OA事務科
OA事務科

6.26～ 7.14
9.25-10. 6

エクセル基礎
パワーポイント基礎

室蘭市
室蘭市

苫小牧 自動車整備科 6.12～ 9. 8 整備技術習得講習 苫小牧市

帯 広

OA事務科
電気工事科 I

電気工事科Π
隆理事務科
臓客接遇科
電気工事科皿

6. 1- 6.29
8.7～ 8.9
9. 4- 9.28
10. 3～ 10.26
10.16～ 10.19
11.14-11.30

エクセル応用
太陽光発電施エ
電気工事基礎
建設簿配概論
隣客接遇基礎
電気工事応用

帯広市
帯広市
帯広市
帯広市
池田町
串広市

釧 路

観光ビジネス科
電気工事科
情報処理科
情報処理科

調整中(3月 )

調整中(9月 )

調整中(10月 )

調整中(10月 )

中国謡講座
第一種電気工事士試験対策
SNS基本講座
パソコン基礎講座

釧路市
釧路市
釧路市
釧路市

障害者校

1ミュニケLション1貢¬F零斗
OAビジネス科
OAビジネス科
1ミ ュニケション技術科
lミ ュニ■ション技術科(手話通訳有)

1ミ ュニケ=シ ョン生支嘲F禾1

6. 6- 6.23
6.13～  7.14
6.27- 8. 1
9. 5- 9.22
10.11-11.15
10.20～ 11.10

コミュニケーションスキルアップ
オフィスソフト実用
オフィスソフト実用
コミュニケーションスキルアップ
コミュニケーションスキルアップ
コミュニケーションスキルアップ

札幌市
旭川市
札幌市
旭川市
札幌市
旭川市

口受講料は無料です。※テキス ト代等の実費負担あり (500円 ～10,000円 程度)

・各高等技術専門学院・障害者職業能力開発校又は下記までお問い合わせください。
・URL: http://www.pref.hokkaido. lg.jp/kz/jzi/oontents/kidou_hOka.htm

北海道経済部 労働政策局 人材育成課 学院調整グループ L011-204-5358
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企業の課題やニーズを踏まえた研修を受けたい !

中小企業大学旭川校の研修制度

研修コース名 研修日程 受講料

1 建設業のための現場管理者養成講座 2017年4月 11日 (火 )～ 2017年4月 13日 (木 ) 31,000Fヨ

2 隆営に活かす財務講座・決算書の見方編 2017年4月 18日 (火 )～ 2017年4月 20日 (木 ) 31,000R

3 事例で学ぶ 5Sと 日で見る管理 2017年4月 25日 (火 )～ 2016年4月 28日 (金) 38,000Fヨ

4 管理者養成講座・基本編 2017年 5月 9日 (火 )～ 2017年5月 12日 (金 ) 38,000円

5 人事自労務管理の実務 2017年 5月 16日 (火 )～ 2017年5月 18日 (木 ) 31,000円

6 新規開拓のための営業力強化 2017年5月 23日 (火 )～ 2017年5月 25日 (木 ) 31,000円

7 組織力を高めるコミュニケーション講座・春 2017年5月 29日 (月 )～2017年5月 31日 (水) 31,000円

8 組織力を高める職場問題の解決力強化 2017年5月 31日 (水 )～2017年 6月 2日 (金 ) 31,000円

9 経営に活かす財務講座口財務分析編 2017年6月 19日 (月 )～2017年 6月 21日 (水) 31,000円

10 経営トップセミナー I 2017年 6月 22日 (木 )～2017年 6月 23日 (金 ) 16,000円

曹理者養成講座・キャリアアップ編 2017年 6月 27日 (火 )～2017年6月 30日 (金 ) 38,000F電

12 モデルで学ぶ原価管理とコストダウン 2017年 7月 5日 (水)～2017年 7月 7日 (金 ) 31,000円

13 経営管理者養成コース

≧017年7月 10日 (月 )～2017年 7月 12日 (水 )

293,000円

2017年8月 8日 (火 )～2017年 8月 10日 (木)

2017年9月 4日 (月 )～2017年9月 6日 (水 )

2017年 10月 10日 (火 )～ 2017年 10月 12日 (木)

2017年 11月 7日 (火 )～ 2017年 11月 10日 (金 )

2017年 12月 6日 (水 )～2017年 12月 8日 (金 )

2018年 1月 16日 (火 )～ 2018年 1月 19日 (金)

14 営業に差をつける企画・提案力強化 2017年7月 19日 (水)～ 2017年 7月 21日 (金 ) 31,000円

15 組織における効果的な指導法と部下育成 2017年7月 25日 (火 )～ 2017年 7月 27日 (木 ) 31,000円

16 成果を上げる実践的仕事管理術 2017年8月 2日 (水)～ 2017年8月 4日 (金) 31,000円

17 頂客の心に届くおもてなしサービス実践講座(砂川開
隆)

2017年 9月 15日 (金 ) 16,000円

18 女性活躍のためのキヤリアアップ講座 2017年 9月 20日 (水)～ 2017年9月 22日 (金 ) 31,000円

19 営業の基本と商談交渉の進め方 2017年9月 26日 (火 )～ 2017年 9月 28日 (木 ) 31,000円

20 やる気と能力を引き出すリーダーシップ講座(砂J:1開催) 2017年 10月 12日 (木 ) 16,000円

21 ビジネスコミュニケーションとリーダーシツプ 2017年 10月 17日 (火 )～ 2017年 10月 19日 (木) 31,000円

22 コスト削減のための在庫管理 2017年 10月 24日 (火 )～ 2017年 10月 26日 (木 ) 31,000R

23 新たな販路を切り拓くマーケティング 2017年 11月 14日 (火 )～ 2017年 11月 16日 (木 ) 31,000円

24 観光業のためのマネージャー養成講座 2017年 11月 20日 (月 )～ 2017年 11月 22日 (水) 31,000円

」」ゴ響曇爵班罰腫1甦碁裏濃ヨ月凛瞳瑚題蕉】頭塵雙雛駿ヽ  |



研修コース名 研修日程 受講料

25 頂客も従業員も幸せにするサービスを学ぶ 2017年 12月 11日 (月 )～ 2017年 12月 12日 (火 ) 22,000円

26 組織力を高めるコミュニケーション講座口冬 2017年 12月 13日 (水)～ 2017年 12月 15日 (金) 31,000円

27 5SとIEで進める製造現場の生産性向上 2018年 1月 15日 (月 )～2018年 1月 17日 (水) 31,000円

28 わが社の業務課題解決講座
2018年 1月 23日 (火 )～ 2018年 1月 25日 (木 )

58,000円
2018年 2月 26日 (月 )～ 2018年2月 28日 (水)

29 隆営に活かす会計情報活用法(ホL幌開催) 2018年 2月 2日 (金 ) 16,000円

30 経営に活かす人材育成の考え方・進め方
2018年2月 5日 (月 )～2018年2月 6日 (火 )

38,000円
2018年3月 5日 (月 )～ 2018年3月 6日 (火 )

31 利益を生み出す業務改革・トラック運送業
2018年2月 8日 (木)～ 2018年2月 9日 (金 )

35,000円
2018年3月 8日 (木 )～ 2018年3月 9日 (金 )

32 Dコマース活用講座 2018年2月 13日 (火 )～2018年2月 15日 (木) 31,000円

33 隆営トップセミナーⅡ(校外開催) 2018年 2月 16日 (金) 16,000円

34 キャッシュフロー経営と利益・資金計画 2018年 2月 19日 (月 )～2018年 2月 22日 (木) 38,000Fヨ

35 新企画コース(1)く企画検討中〉 2018年 2月 26日 (水)～ 2018年 2月 28日 (水) 31,000円

36 海外取引の契約実務講座(ホL幌開催) 2018年3月 1日 (木)～2018年 3月 2日 (金) 22,000円

37 社員のやる気と能力を引き出すリーダーシップ 2018年3月 13日 (火 )～2018年3月 15日 (木) 31,000円

中小企業大学校旭川校の研修受講に際しては、「人材開発支援助成金 (旧 キヤリア形成促進助成金)Jや、
市町村・商工会議所・商工会・信用金庫等の助成制度がご利用いただけます。講座によつては該当しない場合が

ありますので、詳しくは事前に北海道労働局や各機関へお問い合わせください。

URL : http://www. smrj. eo.ip/ inst/asahikawa/

中小企業大学校旭川校 TEL 0166-65-1200



電源地域で、人材育成や特産品開発・販路拡大に取り組みたい !

電源地域振興センターの人材育成事業等

●人材育成事業
電源地域のニーズの高いテーマを選定し、経験豊富で専門的なノウハウを持つた講師による先進事例の紹

介やグループワークなど具体的かつ実践的な研修を実施します。
※研修のテーマ 0時期・参加費・研修場所等の最新情報は、ホームページをご確認下さい。
URL: http://www2.dengen.or.jp/html/works/kensyu/kensyu04.html

●産品相談・商談会
電源地域の特産品の開発 口改良及び販路拡大を目的に、当財団の永年にわたる流通業界とのネットワーク

を活かし、百貨店・スーパーのパイヤー及びパッケージデザイナー等より具体的なア ドバイスが受けられる

面談を募集し開催する 【定期開催型】、電源地域の求めに応じ企画し開催する 【地元開催型】 【随時開催型

】の3つの型で実施します。
【定期開催型】 :東京 (7月 )で開催
【地元開催型】 :バイヤー等を現地 (地元)へ派遣し開催
【随時開催型】 :事業者の方の首都圏出張等の機会に合わせ個別面談を開催

※なお、 【地元開催型】は、実施準備期間として2ヶ 月程度を要しますので、実施時期がお決まりの場合は
お早めにご相談ください。

詳細は以下のホームページをご覧下さい。
URL:http://Ⅷ2.dengm oL JD/html/works/hanbai/sanpi n htmll101

(―財)電源地域振興センター地域振興部 振興業務課  L03-6372…7305

<人材育成事業>
電源地域の市町村・都道府県等の行政職員、各種団体、事業者、NPO、 個人、電力会社等で電源地域の

振興に関わつている方が対象です。
※開催の 1～ 2ヶ 月前に市町村の担当部署に手続き案内を送付 しておりますので、希望される場合は市町

村の担当部署を経由してお申し込みください。
また、以下のURLか らもお申し込み頂けます。

URL :  http://www2.dengen,or.Jp/html/works/kensyu/index.html仲 mem
<産品相談・商談会>

電源地域の市町村 (商工会、その他団体等)を通 じて募集案内をいたします。
※市町村等からの申込みとさせて頂いておりますので、電話で事前にご相談願います。

<人材育成事業>
参加費用、研修に係る旅費及び宿泊費は、参加者のご負担となつております。
(研修の参加費に旅費等は含まれません。)

<産品相談・商談会>
参加費用、旅費、サンプル代等は参加者のご負担となります。

※両事業ともに対象経費の助成はありません。

URL : http://www2. deneen. or. iplindex. html

趾
´

躍 ‐ 也

.  対象者  |



環境エネルギービジネスのア ドバイスを受けたい !

環境・エネルギー人材育成事業

0基礎知識を身につけるセミナー・情報交換会の開催
環境産業関連事業者の知見向上等に資するため、セミナーを開催
口年4回実施予定 (開催日未定)

・本事業は、委託事業として実施します。
日本事業は、従業員の知識、技術力の向上を目的とします。

北海道経済部 産業振興局 環境・エネルギー室 環境産業グループ L011-204-5320
URL: http://wwW.pref.hokkaldo. lg.jp/kz/kke/index.htm



立地企業で地元の人材を育てたい !

中核的人材育成促進事業

口中途採用者を中核的人材に育成するために独自にカリキュラム作成、講師招へい等を行う自社研修の開催
・道内外の先進企業、研究機関及び資格取得のために必要な研修への派遣
・中核的人材の育成に向けた自社で実施する入社時の研修事業

口道内に本社を有し、次のいづれかに該当するもので、新設又は増設計画について国、道又は市町村による
承認、指定又は補助金、税制上の優遇措置等の支援を受けている又は受ける予定である事業主
①道内で工場等の新設計画を有し、操業前に従業員を道内で雇用した企業.

②道内に工場等を有し、設備投資又は従業員の増設計画を有する企業.

※ ただし、北海道産業振興条例 (北海道条例第68号)に基づく従業員派遣及び専門家の招聘に係る支援
対象となる事業は除く。

費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借
、諸経費、その他知事が特に必要と認めた経費

補助対象経費の8割

北海道経済部 産業振興局 産業振興課 立地支援グループ LO‖ -204-5328
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く食関連産業>

=食料品製造業

豊業、林業、漁業、水産養殖業、飲料・たばこ・飼料製造業、ハ
゜
ルプ・紙・紙加工品製造業、印

刷・同関連業、化学工業、プラチック製品製造業、窯業口土石製品製造業、非鉄金属製造業、金
口製品製造業、はん用機機器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、
電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他製造業、道路貨物運送業、倉庫業、飲
食料品卸売業、保健衛生

飲料・たばこ・飼料製造業 コ

<健康長寿関連産業>
・食料品製造業

・飲料・たばこ・飼料製造業

|ヒ学工業

|ヒ学工業

化学工業
資料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、ハ

゜
ルプロ紙・紙加工品製造業、印刷・同関

塵業、プラスチック製品製造業、窯業・土石製品製造業、生産用機機器具製造業、電子部品ロデハ
゜

fス・電子回路製造業、情報サーヒ・ス業、道路貨物運送業、倉庫業、学術・開発研究機関

業務用機械器具製造業
臓維工業、印刷・同関連業、プラスチック製品製造業、窯業・土石製品製造業、非鉄金属製造業、
金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機機器具製造業、電子部品・テ・ハ

゜
イス・電子

回路製造業t電気機械器具製造業、その他製造業、情報サーヒ・ス業



労働者のキャリア形成を進めたい !

人材開発支援助成金 (旧キヤリア形成促進助成金)

訓練関連

時定訓練 コース

労働生産性の
向上等、訓練効
果が高い内容に
ついて助成

中小企業
中小企業以外
事業主団体等

・労働生産性の向上に直結する訓練
・一定の要件を満たす雇用型訓練

(認定実習併用贈業訓練、中高
年齢者雇用型訓練)、 若年労働者
への訓練、熟練技能者による技能
承継訓練等について助成

◎OFF―」丁          :◎ OFF―J丁
経費助成 :45(30)%   : 経費助成 :60(45)%

【60(45)%   :    【75(60)%
〔※1〕 】     :      〔※1〕 】

賃金助成 :760(380)円  : 賃金助成 :960(480)円

◎0」T<雇用型訓練に限る> :◎OJT<雇用型割‖練に限る>
実施助成 :665(380)円  : 実施助成 :帥  {ИttOl円

一般訓練コース 中小企業
事業主団体等

・特定訓練コース以外の訓練
00FF―」丁          :◎ OFF―J丁
経費助成 :30%     : 経費助成 :45%
賃金助成 :380円    : 賃金助成 :“0円

市」度導入関連

・キャリア形成支援
制度導入コース

中小企業

・セルフ 。キャリアドック制度、
教育訓練休暇等制度を導入し、
実施した場合に助成

制度導入助成
475万円

制度導入助成
60万円

・贈業能力検定制度
導入コース

・技能検定合格報奨金制度、社内
検定制度、業界検定制度 〔※2〕

を導入し、実施した場合に助成

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。
詳しくはホームページをご覧いただくか、雇用助成金さつぱろセンター(北海道労働局)へ お問い合わせください。
◆雇用助成金さつぱろセンター 6階  L:011-788-9070
◆インターネットでの検索 . 人材開発支援助成金

◆ホームページ http:〃脚 .mhlw.go.Jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 雇用関係

助成金 > 7.従業員などの職業能力の向上を図る場合の助成金 > 人材開発支援助成金

ヽ



非正規雇用労働者をキャリアアップさせたい !

キヤリアアップ助成金

0 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用 した場合に助成
< >は 生産性の向上が認められる場合の額、 ( )内 は大企業の額～以下全コースに適用

<助成額>
① 有期→正規 :1人 当たり57万円  <72万円>(42万7,500円 <54万円>)・
② 有期→無期 :1人 当たり28万5,000円 <36万円>(21万3,750円 <27万円>)
③ 無期→正規 :1人 当たり28万5,000円 <36万円>(21万3,750円 <27万円>)

<①～③合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで>

※ 正規には「多様な正社員 (勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」 を含みます。

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算
・ ①③ :1人当たり28万5,000円 <36万円>(大企業も同額)加算

※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります)

若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において35歳未満である必要があります)

・ いずれも① :1人当たり95,000円 <12万円>、 ②③ :47,500円 <60,000円 >(大企業も同額)加算

※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した場
合に助成額を加算
・ ①③ :1事業所当たり95,000円 <12万円>(71,250円 <90,000円 >)

0 有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に助成

① 一般職業訓練 (Off―JT)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)

② 有期実習型訓練 (「 ジョブ・カー ド」を活用したOff―JTと OJTを組み合わせた3～ 6か月の職業訓練)

●Off―JT分の支給額
賃金助成"・ 1人 1時間当たり760円 <960円 >(475円 <600円 >)
経費助成"。実費助成 ※ヨ1練時間数に応じて1人当たり次の額を限度

―織・有鋼凛口菫'

青兄休凛中‖薇 爾) ・ ― ― …

こ

100時間未満 10万円(7万円) 15万円(10万円) 15万円(10万円)

l器躙彙義 20万円(15万購) 30万円(20万円) 30万円(20万円)

200時間以上 30万円(20万 円) 50万円(30万円) 50万円(30万河)

※ 育児休業中訓練は経費助成のみ

●OJT分の支給額
実施助成“・1人 1時間当たり760円 <960円 >(665円 <840円 >)
<1年度 1事業所当たりの支給限度額は1,000万円>

|,1   ,|



Oす べてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給 した場合に助成

・すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が 1人～3人 :  95,000円 <12万円>( 71,250円 <90,000円 >)

4人～6人 :   19万 円<24万円>(14万2,500円 < 18万円>)
7人～10人 :28万 5,000円 <36万円>(  19万 円< 24万円>)
11人～100人 :1人 当たり28,500円 <36,000円 >(19,000円 <24,000円 >)

・一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が 1人～3人 :  47,500円 <60,000円>(33,250円 <42,000円 >)

4人～6人 : 95,000円 < 12万円>(71,250円 <90,000円 >)
7人～10人 :14万 2,500円 < 18万円>(95,000円 < 12万円>)
11人～100人 :1人当たり14,250円 <18,000円 >(9,500円 <12,000円 >)

<1年度 1事業所当たり100人 まで、申請回数は 1年度 1回のみ>

※ 中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算
・すべての賃金規定等改定 :1人当たり14,250円 <18,000円>
ロー部の賃金規定等改定 : 1人当たり 7,600円 <9,600円 >

※ 職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合

1   1事 業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円 <18万円>)を加算

彙ξl靴″琲
肌…晰

|

霧T=野監」用した場創鋤成
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0 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額
した場合に助成

基本給の増額割合に応 じて、
3%以上 596未満
5%以上 7%未満
7%以上10%未満
10%以上14%未満
14%以上

1人当たり19,000円 <24,000円 >(14,250円 <18,000円 >)
1人 当たり38,000円 <48,000円 >(28,500円 <36,000円 >)
1人 当たり47,500円 <60,000円 >(33,250円 <42,000円 >)
1人当たり76,000円 <96,000円 >(57,000円 <72,000円 >)
1人 当たり95,000円 < 12万円>(71,250円 <90,000円 >)

<1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数は30人まで>

※ 本コースは、平成32年 3月 31日 までの暫定措置となります。
※ 対象労働者が複数以上であり、基本給の増額割合が異なる場合は、最も低い増額割合の区分の支給額が適用

されます。



0 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成

・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円 <18万円>)

※平成32年 3月 31日 までの間、支給額を増額しています。

・賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が減少しない

ように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合

※平成32年3月 31日 までの暫定措置となります。

1時間以上2時間未満 :1人当たり 38,000円 < 48,000円 >( 28,500円 < 36,000円 >)
2時間以上3時間未満 :1人当たり 76,000円 < 96,000円 >( 57,000円 < 72,000円 >)
3時間以上4時間未満 :1人当たり11万4,000円 <14万4,000円 >( 85,500円 <10万8,000円 >)
4時間以上5時間未満 :1人当たり15万2,000円 <19万2,000円 >(11万4,000円 <14万4,000円 >)

<1年度1事業所当たり支給申請上限人数は15人まで>※平成32年3月 31日 までの間、上限人数を緩和 しています。

◆ 助成金の利用に当たつては、雇用保険適用事業所ごとに「キヤリアアップ管理者」を配置し、事前に「キヤリ
アアップ計画」を作成したうえで、管轄労働局長の認定を受ける必要があります。

◆ 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。

◆ キヤリアアップ助成金の申請様式等については、厚生労働省ホームページを参照ください。

URL:http://www.mhlw.go.Jp/stf/seisakunltsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/1igyounushi/career.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、最寄りの労働局またはハローワークヘお尋ねください。
・雇用助成金さつぱろセンター6F(北海道労働局)L011-788-9071
・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。


