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・場 所 札幌市中央区北1条西7丁目 プレスト１・７ビル
（北海道中小企業団体中央会内）

・利用時間 午前９時～午後５時（土日祝日を除く）
出張相談も可能ですので、お気軽にお問合せください。

北海道最低賃金総合相談支援センター ℡ 0120-67-3110

従業員の賃金を引き上げたい！

最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的に、経営管理や労務管理などの専
門家による無料相談等のワン・ストップサービスを提供します。

最低賃金引き上げに向けた中小企業専門家派遣・相談等支援事業とな

所在地、利用時間

お問い合わせ先
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・場 所 札幌市中央区北４条西５丁目 三井生命札幌共同ビル７階
・利用時間 平日：午前９時～午後７時

土曜：午前10時～午後５時 （日曜、祝日、年末年始は休館）

主なサービスメニュー 内 容

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
求人情報の発信 道パートナーズ」の企業情報や求人情報を発信するほか、施

設内でも開架しています。

高校生・大学生等就職前の若年者が、地域の事業所や産業・
職業理解のためのセミナー 職業への理解を深め、適切な職業選択をするためのイベント

やセミナーを開催しています。

採用後の早期離職防止を目的に、高校生･大学生･フリーター
職場見学会 等の若年者を対象に、職場環境や仕事内容について理解を深

めるための職場見学会を実施しています。

就職内定者に対し、入社後、すぐに役立つ社会人としての基
就職内定者向け研修 礎知識や求められる行動・態度・人間関係の構築方法などの

講習を実施しています。

就職後間もない従業者を対象に、ビジネスマナーや職場での
若手社員スキルアップ研修 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ています。

若手社員の職場定着を目的として、全道各地域で「若
職場定着支援事業 手社員向けメンタルヘルス研修、若手社員向け実務力アップ研

修」を実施しています。

※「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。ジョブカフェパートナーズとして登録いただきますと、上記のサービスの提供を
受けることができます。なお、登録及び各サービスの提供は無料です。

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

若手社員のスキルアップや職場定着を図りたい！

ジョブカフェ北海道では、若手社員のスキルアップ研修や職場定着を目的とした研修
などを実施しています！
（「みらいっぽ」：ジョブカフェ北海道と札幌わかものハローワークの総称）

ジョブカフェ北海道（みらいっぽ）支援

所在地、利用時間

提供サービス

お問い合わせ先

http://www.jobcafe-h.jp/
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○総合振興局・振興局による相談
道内各企業からの新規雇用や職場環境改善に関する助成や雇用に関する相談に対し、助成

金制度や関係機関の紹介などを実施します。

○企業アドバイザーによる個別相談
道内各企業からの人材確保や職場定着に関する相談に対し、訪問や電話により専門的知識

を有する企業アドバイザーによるアドバイスを実施します。

〇雇用促進サポーターによる若年無業者の受入促進
若年無業者の受け入れに向けた企業訪問と相談を実施します。

（相談例）
・せっかく採用したのに若い社員が定着しない。
・人事や労務管理についてアドバイスが欲しい。
・職場の人間関係やコミュニケーションについて改善したい。

・道内に所在する企業

・各総合振興局・振興局の商工労働観光課で受け付けています。

北海道経済部 労働政策局 雇用労政課 就業支援グループ ℡ 011-204-5099

各総合振興局・振興局商工労働観光課 ※巻末の問合せ先一覧をご覧ください。

人材確保や職場定着を図りたい！

道内中小企業を対象に、若者の人材確保や職場定着のため、職場環境改善などへの取
り組みを支援します！

北 海 道 就 業 サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業

支援内容

支援対象者

ご利用方法

お問い合わせ先



- 57 -

仕事と家庭の両立ができる就業環境の整備促進及び非正規労働者の労働就業環境の改善を
目指す、常時雇用する従業員数が300人以下の道内に事業所を有する法人及び個人又は団体

・就業規則、育児・介護休業制度等の整備に関する指導及び助言
・一般事業主行動計画の策定・届出等に向けた取組に関する指導及び助言
・雇用管理の改善に関する指導及び助言
・最低賃金の引き上げに対応するための労務管理、非正規労働者の正社員化に係る就業規則
の整備などに関する指導及び助言

・両立支援の出来る職場環境の整備、非正規労働者の就業環境の改善等に関する指導及び助
言

・上記内容についてのセミナー等の講師

１申請者につき、年度内原則２回まで。ただし、セミナー等の講師派遣は、１申請者につ
き１回限りです。

詳細についてはお問い合わせください。

無料

北海道経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境グル－プ ℡ 011-204-5354
URL： http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/yutori/ryouritu/adobaizer.htm

仕事と家庭の両立ができる職場にしたい！

仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備及び非正規労働者の労働条件改善を促進す
るため、就業規則、育児・介護休業規定等の整備、一般事業主行動計画の策定・届出等、
雇用管理の改善に関することなど、職場のさまざまな事柄の助言をするために社会保険
労務士等をアドバイザーとして派遣します！

両立支援促進・就業環境改善アドバイザー派遣事業支援

派遣対象

派遣内容

アドバイザーの派遣

お問い合わせ先

ご利用方法

費用

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/yutori/ryouritu/adobaizer.htm
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・ 介護の仕事につくことを希望する方、あるいは既に介護の仕事に携わっている方でよ
り高度な介護業務を希望する方

・ 介護の仕事に携わる方を雇い入れた事業主、又は雇い入れた介護労働者の雇用管理の
改善等を行う事業主

１ 介護労働者の能力開発事業
(1) 介護労働講習
① 実務者研修

平成27年度から介護福祉士を受験するには、《実務経験3年以上》の他に《実務者研
修修了》が義務付けられました。
北海道支部では、介護の仕事に携わっている方、介護関係の仕事を希望する方等で、

将来は介護福祉士を目指す講習として、通信課程（一部スクリーニングあり）により、
平成24年度から実施します。（平成25年度からは、全国で実施予定）
受講料は無料ですが、受講対象者等に条件がありますので、詳しくはセンターまで

お問い合わせください。
③ 能力開発コース

介護支援専門員試験準備講習、介護福祉士国家試験準備講習、短期専門講習等
(2) 介護労働者のキャリア形成に関する相談援助
２ 雇用管理改善相談援助事業

働きやすい職場環境づくりのお手伝いをするために、雇用管理に関する相談援助や
職員の健康管理に関する相談援助の実施及び事業者支援セミナーを実施しています。

（財）介護労働安定センター北海道支部 ℡ 011-219-3157
URL：http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/hokkaidou/index.html

助成率1/2～4/5、上限額70万円～200万円
（企業全体の常時使用する労働者数及び賃上げ額により決定）

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
URL： http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

北海道労働局雇用環境・均等部企画課 ℡ 011-788-7874

介護労働者の雇用管理改善、能力開発をしたい！

介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発・向上、その他の福祉の向上に関する総合
的な支援を行います！

(財)介護労働安定センター北海道支部支援内容、対象と

支援の対象者

主な支援内容

お問い合わせ先

従業員の賃金を引き上げたい！

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
内最低賃金を一定額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。

業務改善助成金対

支給額

制度の内容

お問い合わせ先

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/hokkaidou/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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事業者が新たに雇用管理制度（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））の導入・実施を行った場合に制度導入助成（１
制度につき１０万円）を、雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られ
た場合に目的達成助成（６０万円）を支給します。

※平成２８年１０月１９日から短時間正社員制度（保育事業主のみ）も助成対象となりました。

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、介護福祉機器の導入費用
の１／２（上限３００万円）を支給します。

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、６０万円）を、計画終了３年経
過後に目標達成助成（第２回、９０万円）を支給します。

雇用助成金さっぽろセンター（北海道労働局）℡ 011-788-9132

雇用管理制度の導入など職場定着に取り組みたい！

職場定着支援助成金（個別企業助成コース）」は、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。
介護事業主が介護福祉機器等を導入した場合や、保育分野及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又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
合も助成対象となります。

職場定着支援助成金（個別企業助成コース）容、

雇用管理制度助成

介護福祉機器助成

保育労働者雇用管理制度助成・介護労働者雇用管理制度助成

お問い合わせ先

制度導入助成 目標達成助成

評価・処遇制度 １０万円

６０万円

研修制度 １０万円

健康づくり制度 １０万円

メンター制度 １０万円

短時間正社員制度

（保育事業主のみ）

１０万円

制度整備助成 目標達成助成（第１回） 目標達成助成（第２回）

５０万円 ６０万円 ９０万円
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3か月以上の育児休業取得者の代替要員を確保し、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。
支給対象労働者1人当たり50万円（支給対象労働者が期間雇用者の場合10万円加算。

また、期間雇用者が無期雇用で復職した場合さらに10万円加算。）

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職
場復帰させた中小企業事業主に支給します。
育休取得時 30万円 職場復帰時 30万円
１事業主２人まで（無期雇用者、期間雇用者各1回）。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
U R L ：
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

北海道労働局雇用環境・均等部企画課 ℡011-788-7874

育休1人目30万円（中小企業60万円）、育休2人目以降15万円

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
U R L :

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

北海道労働局雇用環境・均等部企画課 ℡011-788-7874

育休から復帰する従業員を支援したい！

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、労働者の職業生活と
家庭生活を両立させるための制度を導入し、利用を促進した中小企業事業主に対して、
一定金額を助成します。

両立支援等助成金（中小企業両立支援助成金）

代替要員確保コース

お問い合わせ先

育休復帰プランコース

ご利用方法

男性従業員の育休取得を推進したい！

男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育
児休業を取得させた事業主に支給します。

両立支援等助成金（出生時両立支援助成金）

支給額

お問い合わせ先

ご利用方法

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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各コースについて、１事業主１回限り ３０万円

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
URL：
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

北海道労働局雇用環境・均等部企画課 ℡ 011-788-7874

介護休業40万円（中小企業60万円）、介護制度20万円（中小企業30万円）。
それぞれ1事業主につき2回まで（無期雇用者、期間雇用者各1回）。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
U R L ：
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

北海道労働局雇用環境・均等部企画課 ℡011-788-7874

女性の活躍を推進したい！

女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達成に
向けた取組目標を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主に支給します。

加速化Ａコース 取組目標を達成した事業主(常時雇用する労働者数300人以下)
加速化Ｎコース 取組目標を達成した上で数値目標を達成した事業主

両立支援等助成金（女性活躍加速化助成金）

支給額

お問い合わせ先

介護と仕事の両立を支援したい！

仕事と介護の両立支援のための職場環境整備を行った上で、実際に介護に直面した労
働者の「介護支援プラン」の作成・導入を実施し、プランに沿って労働者の円滑な介護
休業を取得・職場復帰させた事業主、または仕事と介護の両立のための介護制度を利用
させた事業主に支給します。

介護離職防止支援助成金な

支給額

ご利用方法

お問い合わせ先

ご利用方法

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

