
非正規雇用労働者の待遇改善を図りたい !

同一労働同一賃金ガイ トライン案を参考に非正規雇用労働者の賃金制度見直し等の待遇改善を検言」する

「北海道働き方改革推進支援・賃金相談センター」による
非正規雇用労働者待遇改善支援事業

北海道働き方改革支援推進 賃金相談センター
1■  0800-919-1073
北海道労働局 層用環境・ 均等部 指導課 h 0117092715

名称・所在地等

北海道島き方改革推進支援・■金相饉センター

札幌市中央区北4条西 5-1 アスティ45ビル3階
(株)東京リーガルマインド (LECl札幌本校内

TEL: 0800-919-10フ 3(通儒無料)

メーール i   hOkkaidou― hataraklkataol● C―Jp oOm

uRLl http://partner loc―jp cm/ti/hataraki喘 okkaidou/

午前0時～午後5時 (土 日祝日を除く)

主な支援内容

■ 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 賃金相談センター」は、社会保険労務士等の専門家が常駐し、同一労働同一賃金ガ

イドライン案を参考に非正規雇用労働者の賃金制度見直し等の特遇改善を検討する事業者へのアドバイスを行いま

す。

■
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。

ガ孝毒罪背蹴曼場義置争署罪讐豪発鶴労働者の待遇改善に係る取組を普及するためのセミナーを実施します。

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。

主な相談内容

◇

◇

　

◇

◇

非正規雇用労働者の賃金制度見直し等の待遇改善についてア ドバイスがほしい

非正規雇用労働者の賃金・諸手当・賞与 福利厚生等の見直 しについて就業規則

ブル等の改訂のア ドバイスが欲 しい
非正規雇用労働者の特遇改善に活用できる国の支援制度について知りたい

同一労働同一賃金ガイ ドライン案について知りたい

給与規定・賃金テー

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。



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 〈みらいつぱ)

ジョフカフェ北海道では、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 !

(「みらいつぽ」 :ジ ョフカフェ北海道と札幌わかものハローワークの総称)

ジョプカフェ北海道 To 011 200 4510 URL i http//脚 jobCafe¬ Jp/

在地、利用時

・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)

提供サービス

主なサービスメニュー

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」の企業情報や
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 職業への理解を深め 適
な職葉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。職業理解のためのセミナー

業や職業に対する理解を深めてもらうため、合同企業説明会を開催します。
(υ :」 ターン含む)

合同企業説明会

学生をはじめとする若年者に、道内の産業や企業への理解を深める機会となるイン
―ンシップの参加を促す説明会を開催しています。

インターンシップ
企業合同説明会

用後の早期離職防止を目的に、高校生 大学生 フリーター等の若年者を対象に、職
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。職場見学会

職内定者に対し、入社後、すく■こ役立つ社会人としての基礎知識や求められる行動
度。人間関係の4●築方法などの講習を実施しています。就職内定者向け研修

後間もない従業者を対象に、ビジネスマナーや職場での円滑な人間関係の構築な
、ビジネスパーソンに必要なスキ′Иこついて意識させるセミナーを実施しています。若手社員スキルアップ研修

業の管理職や採用担当者などを対象に、人材確保や活用に関するセミナーを実施し
企業向けセミナー

※「ジョブカフェ北海道パートナーズ」とよ、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
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
の提供は無料です。



人材確保や職場定着を図りたい !

北海道就業サポー トセンター事業

道内中小企業を対象に、若年者の地域産業への就田促進に向け、人材確保と職場定書に関するア ドバ
イスを行つています !

北海道経済部 労働政策局 雇用労政課
各総合振興局 振興局商工労働観光課

就業支援グループ ■1011204-5099
※巻末の問合せ先一覧をご覧ください。

支援内容

0総合振興局・振興局による相餃対応
遭内各企業からの新規雇用や職場環境改善に関する助威や雇用に関する相談に対し、助威金制度や関係

機関の紹介などを行います。
なお、人材確保に関して専門的知見が必要な相談は、「雇用促進サポーター」が、職場定着に関する専Fl

的知見が必要な相談は、「ほつかいどう働き方改革支援センターJの働き方改革ア ドバイザーが対応しま
す。

O雇用促進サポーターによる相談対応
若年者の人材確保に関して専門的知見が必要な相談に対応します。
若年無業者の理解・受入促進に向けた相臓対応と企集肪間を行います。

0働き方改革ア ドバイザーによる相談対応
若年者の職場定着につながる企業の就葉環境に関して専Pl的知見が必要な相談に対応します。

(相嵌例)

・人事や労務管理についていろいろ相肢したい。
・職場の人間関係やコミュニケーションを改善したい。
・若者を採用したので育威や研修について知りたい。
・求人募集しているが応募がない。
・若い社員がなかなか定着しない。

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。



社内における「働き方改革」を推進 したい l

所在地・利用時間

札幌市中央区北 1条西7丁 ロプレス ト1・ 7ビル 3Flし海道中小企業団体中央会内

TEL:0120-495-595(相 触専用電話)

1鳳軍嵐世靴翼
鰤 ル ほっかし1とう

働き方改革支援センター

ほっかいどう働き方改革支援センター

従業員の就業環境整備や労働生産性庖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P3家が無料で相談に対応します。

ほっかいどう働き方改革支援センター TE1 0121「 495595
URL : http://w"口  111ac co jp/hataraki

北海道経済部労働政策局雇用労政線 働き方改革推進室労働環境グループ ● 0112045354

■ 社会保険労務士・中小企業お断士が相饉に対応します.

「ほつかいどう働き方改革支援センター」には、社会保険労務士・中小企業診断士が常駐し、 従業員の就業口境

の整備などの労働面でのアドバイス、生産性の向上や業務の効率化、利益率の向上などの経営面に関するアドバ

イスがワンストップで受けられる相談窓口(無料)を設置しています。

■ ホL幌以外でも相談てきる「出号1相談会Jを開催 1

センターから離れている地域の企業の方々には、出張相餃会もご利用いただけます。 (詳細は、センターホーム

ページをご覧ください。)

・函館市、旭川市、帯広市、日1路市、北見市、室蘭市 ～ 毎月開催
・各振興局管内(上記6市が所在する振興局を除く)～  年1回程度開催

主な支援内容

口「働き方改革アドバイザー が会社を訪間し、適切な助書・指導を行います。

就業規則の見直しや職場環境の改善など現場でのアドバイスが必要な場合には、専門家が直接会社を訪問し、

実態に即したアドバイスを行います。(1法人につき最大3回まで)

主な相談内容

◇ 長時間労働を減らすために業務の効率化を図りたい

◇ 有給休暇の取得率を上げるにはどうすればいいのか知りたい

◇ 就葉規則の見直しについてアドバイスしてほしい

◇ 女性・高齢者の働きやすい職場燎境を整備したい

◇ 会社の風土改革と社員の意識改革を高めたい

◇ 業績や事業内容の分析により、労働生産性を高めたい

◇ 様々な「働き方」の最新の情報を知りたい

相嵌希望の方は、専用電話 (0120-495-595)に ご連絡ください。



従業員の賃金を31上げたい |

業務改善助成金

中小企業・小規模事業者が、生産性向上 (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ヨ|き上
の一部を助成します。

その設備投資などにかかった費用

常J度 の内容等

I 支給対象は、事業場内最低賃金 (※)が 1 000円 未満の中小企業・小規模事業者です。
※ 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。

口 主な支給要件
1(1)●彙場内最低賃金を一定額以上引き上げるBI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)al画に基づき改正した就業規貝1等に基づき 引上げ後の賃金を支払うこと。
(3)断

"金
●4‐IⅢ中

“
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。

※鳳なる経薔由1滅のための経費等、対魚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。

申請手続き・助成率・上限額・活用

I 主な申請手続き

1 勧庁●●付由
“
 賃金引上及び業務改善Ef画を策定し、交付申謗書を労働局へ提出

2…     労働局の交付決定後に、l■面´●諸1 子の中
“

井■働島ヘヨ各(※ )

※ 交付決定前に支出した経費は助威対餞経費になりません。
3-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曇     実績報告後の状況について労働局へ報告

コ 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して算出した額(※ )を助成します。
※ 当舷額が助成の上限額を上回る場合は、上限饉までとなります。

助威率 7/10※ (常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4※ )

※ 生産性要件を満たした場合には、3/4(4/5)

上旦盟 事業場内最低賃金の引上げ額及び賃上げ労働者数に応じて次のとおりです。
50万円 弓1上 げ額30円以上・賃上げ労働者1～ 3人
70万円 引上げ額30円以上・賃上げ労働者4～6人 又は弓1上 げ顔40円以上 賃上げ労働者1人 以上
100万 円 弓1上げ額30円以上・賃上げ労働者フ人以上

lll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。     等

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 TEヒ 0117887874



雇用管理制度の導入など職場定着に取り組みたい !

人材確保等支援助成金

雇用管理制度のJ入などを通して従業員の離la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、人材の定薔・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閣場への定着の促

達に資する賃金お」度の整備などを通じて、労働者の離脳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つた事業主に対しても支綸します。

雇用管理制度助成コース

事業主が、新たに認定された雇用管理制度 (評価 処llE制 度、研修制度、健康づくり制度、二

ンター制度、短時間正社員制度 (保育
=業

主のみ))に取り組み、離職率を目裸値以上に低下さ

せた場合に、日標違威助成として、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 制度導入助成が廃上になりました。

介鮨
=菫

キが、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに

一

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2596(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

回られた場合に目標達成助成(介護福祉機器の導入費用の2096(生産性要件を満たした場合は3596)

(上限150万 円))を支給します。

介護・ 保育労働者雇用管理制度助成コース

保育事業主または介lE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

三金制匿塑壼饉  (職務、職貴、臓能、資格、勤続年数等に応して階層的に定めるものの整備)を

行つ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膜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年経過後に目視達成助成(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年経過後に目欄達成助成(第2回)(855万円(生産性要件を満たした場合は

108万 円))を 支給します。

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

職率の低下を回る事業主に対して助成するもので、制度整備助威として50万 円、日欄達成助成と

して80万 円を支給します。

生産性向上に責する設備への投資を通して生産性の向上、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、計画達成助威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～2∞万円(設備投資の頓により変動)を それぞ

れ支給 します。



厚生労働省では、事葉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威金 (一部)を利用する場合、その助成額又は助威率の割増を行つています。

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Jを ご参照願います。

【URL】  httpl//呻″ mhlw go 」p/stf/Se,sakunitsuite/bunya/0000137393 html

助威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。
・雇用助威金きっぱろセンター6F〈北海道労働局) TEl:011-788-9132

82

生産性要件について



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 !

両立支援等助成金

従業員の目業生活と家庭生活の両立の取組を支援する助威金 (I出生時両立支援コース、 ■介護

離職防止支IIコ ース、■青児休業等支援コース、Ⅳ再■用者評価処遇コース、Ⅵ女性活躍00速化
コースがあります。)

度の内容等

1 出生時両立支援コース
男性が青児休桑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青児休葉を取得させた事彙

主及び青児目的休暇を新たに導入し男性労働者に利用させた事業主に支給します。
①取組かつ古休1人 目 中小企業 二重5日 以上

中小企彙以外 連聾14日以上
57万円く72万円>

285万 円く36万円>
②育休2人 日以降  中Jヽ企業 5日以上14日未満  1425万円く10万円>
(10人 目までの育休取得)   '4日 以上1か 月未満  2375万 円く30万円>

1か 月以上 3325万 円く42万 円>

2か月以上

③育児目的休暇   中小企業 金■5日 以上
中小企業以外 金■8日 以上

285万 円く36万 円>(常時層 数301人以上の企

中小企業以外 14日 以上1か月未満  1425万 円<18万 円>
1か 月以上2か 月末洒  23フ 5万円く30万 円>

3325万 円く42万 円>
285万 円く36万円>
1425万 円く10万 円>

n 介讀
""防

止支援コース
仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取IEを 行い、介護休集の取得 職場復帰または働きながら介餞を行うた

めの勤務制限制度の利用を円滑にするための取IEを 行つた事業主に支給します。
・ 介護休葉(2■間以上)の利用 中小企業57万円く72万円> 中小企業以外30万円く48万円>

介護制度(6■間以上)の利用 中小企業285万円く36万円> 中小企彙以外19万 円く24万円>

皿 青児休葉等支援コース
百児休彙の円滑な取得 凛場復帰のため次の取組を行つた中小企業事業主に支給します。

躙 呂」訓嘉:庁層増響151讐8透」彙 朧 翼 男Aを真嘉 蒻
つて対象労蹟 の円滑な古児休

【職場支援加算】育休取得者の業務を代替する●場の労働者に 彙務代替手当等を支綸するとともに残栞抑制のため
の業務の見直しなどの職場支援の取組をした場合 19万円く24万円>
③代曽要員確保時:育児休業取得者を青児休葉終了後に原職等に■帰する旨の取級いを就業規則1等に規定し 休業

取得者の代善要員を確保し、かつ、休来取得者を原■等に■帰させた場合(1人 当たり475万円く60万円>)
【有期契約労働者加算】育児休彙取得者が期間層用者の場合(95万円く12万 円>)
④職場復帰後支援:法を上回る子の■饉休暇制度や保育サービス費用補助制度を新たに導入 運用した場合
子の■饉休暇制度 制度導入時285万円く36万円> 制度利用時 休暇1時間1000円く1200円 >X時間

・保青サービス費用補助制度 制度導入時285万円く36万円> 制度●l用時 事業主負担費用の3分の2の額

V再 層用者評価処遇コース
妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者が、就彙が可能となつたときに復■でき、適切に評価され、配置 処

遇される再雇用制度を導入し 希望する者を採用した事業主に支給します。
・ 再雇用1人 目  中小企彙38万 円く48万 円> 中小企業以外285万円く36万円>

再鷹用2～ 5人 日 中小企業285万円く36万円>中 小企業以外19万円く24万 円>

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

女性活田推進法に基づき、自社の女性の活躍に関するr敗籠目標」、「数値目編Jの達成に向けた「取組日標Jを盛り込
ます。
>
>

は、摯時雇用する労働者獣301人 以上の企彙も対象
人以下の企業)

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 層用轟境 均等部 企画課 TEL 011 788 7874



労働時間等の改善により働き方改革に取り組みたい !

時間外労働等改善助成金

事業蠅における労働時間、年次有綸休暇等に関する事項について労働者の生活と健康に配慮する

とともに、多様な働き方に対応したものとするための取組を行う中小企業亭業主及び事業主団体
に対して、支給します。

I 時間外労働上限設定コース(申 ll期限 12月 3日

平成28年度又は平成29年度において「労働基準法
等に関する基準」(厚生労働省告示)に規定する限度
締結している事業場を有し、当該時間外労働及び休日
も可)がいた中小企業事業主が、
時間数について別途定める基準まで短縮する)達成のための取組を実施する場合に支給します。

く支給額>成 果目相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。 通常の助成上限額は最大150万円。週休2日 制とした場合は上限額が加算され

、助成上限額は最大200万円。)

口 勤務間インターパル導入コース(申 請期限 12月 3日 (月 ))

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IE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、次の動務までに一

'時
間以上の「休息期間1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。

く支給額>成 果目根を達成した場合、支給対彙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50万円。)

I職 場意臓改善コース(申請期限 10月 1日 (月 ))

が13日 以下であつて、月間平均所定外労働時間数
率法の特例にとして法定労働時間が■44時間時間と
44時間以下の事業場を有する中小企業事業主(B)が

けて取組を実施する場合に支給します。
となる取組に要した経費の一部を支給します。(補助
限額は最大150万円)

体等」)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用
書のために、成果目標(時間外労働の出1滅や賃金弓1

達成に向け

を控除した額及び上限額 (500万円又は1 000万円

犠器等の導入・更新費用等の取組に必要な経費。Ⅳ
要な経費。

次の①から③の1日に手続きを行います。
①「交付申ll書」を事業実施81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、提出した計画に沿つて取組を実施してください。
③労働局に支給申tlしてください。

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。

鮮しくは下記あてお問合せください。
・均自年33 イ≧画認黒 TEL 011-788-7874

=η


