
ハローワークに経営、人材確保等の相談をしたい l

北海道ビジネスサポー ト ハローワーク

主に札幌日の中小企業で新規に劇業を考える事業主に対して、経営相談、各種雇用関係助成金の活用
相談等を行います !

北海道ビジネスサポー ト・ハローワーク TB 011 200-1622
URL l   https://JSite mhlw go jp/hokkaldo―heliowork/1ist/sapporo/shisetsu/_93897 html

北海道と北海道労働局が共同で経営相談、各種助咸金制度の案内 相談、人材確保等のサービスをワンストップ
で■供する施設として設置された、ハローワーク札幌の出発機関です。

・場  所 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9階
・和l用 時間 平日 :午前9時30分～午後5時00分 (■・ 日・祝日 年末年始は閉庁)

な提供サービス

く層用関係助成金の活用に関する相談等>
菫用助成金さつぱろセンター (北海道労働局)に おいて取扱う各種助威金の相談、事業主向けセミナー等

を行います。
く人材確保に関する相談>
新規創業に伴う燿用助成金のご利用事業所に対する求人受理及び求人コンサルティングを行います。

く経営相談等>
同一フロア内の (公財)北海道中小企業総合支援センターが起葉や経営・事業承継等に関する相談を行い

ます。
く総合的在職者11練相談窓口>
北海道と機構及び労働局による雇用施策の一体的な取組において、中小企業者等に係る経営相談に併せ

て、従業員のキヤリアアップを図る各種制度や助成金等雇用支援制度の周知・活用などをワンス トップで行
うことにより、優秀な人材の確保や在■者にスキルアップ 定着を回る。



若年者等の人材を確保 したい !

若年者等人材呼び込み 呼び戻し事業

U・ 1タ ーンネットシステムに求人情報の登録をすると
・ U・ lタ ーン就職を希望する求‖者情報が関覧できます。

面接を希望する求職者がいた場合、サポー トデスクが求職者に面接の可否を熙会 します。
・求●者が面機を希望した場合、双方で採用に関する面接等をしていただきます。 (採用の可否を検討)

中求職者も求人情報を回覧 し、求人企業への面機等のリクエス トがサポー トデスクにくるなど、
求人企業と求臓者が求人・求職情報の閲覧ができ、面接等のリクエス トができるシステムです。

道内に所在する事業所であることが必要です。

求人登録については、インターネットで下記のアドレスから登録できます。 (登録は無料です)

詳しくは、雇用労政課のホームページの登録マニュアルを参照してください。
・tRL http[//wⅧ pref hokkaido g Jp/kz/rk「 /u turn/ndex h枷

北海道経済部 労働政策局 雇用労政課
「北海道U lタ ーンサポー トデスク」

人材誘致グルー プ
1■ 011-251-3896

地域の産業を支える人材を確保するため、インターネットを活用した求
U・ |ターン希望者に求人情報を提供するなど、本通への人材誘致を支援

道外在住の



ものづくり人材を確保したい !

ものづくり分野等に関わる従業員の人材確保

求躍者の方々を対象に、企業での生産現場の実饉に即したものづくり分野に特化して、標準
6ヶ 月の日業」‖練を実施しています。

企業と、 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

0企業からの訓繊受鷹者に対する求人の相麟等
ポリテクセンターでは、企業での活目の場を求めている,1練受講者及び訓1線修了者に対する、企業

からの求人相談等を受けつけています。
0求■情報毬「人材情報J等の提供

求職活動中の割練受講者及び修7者のこれまでのキャリアや取得責格、自己アピール、希望腱種等
をまとめた求職情薇誌「人材情報J等を人材を求める企業書に提供しています。
O訓1燎受講者の企業実習 (ポ リテクセンター●1路を除く)

概ね45歳未満の若年者を対彙とした企業実習付き職集〕1線を実施しています。 (企業実習期間は
lヶ 月程度)企業実習受入企業 (※ )に おいては、m練受講者の人柄、業務への取18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ll合 、1人 /1月 につき60∞0円 (税抜)を上限に創1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。

実施している訓練コース

Oポリテクセンター北海道(北海道職彙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、住口境計画科、ビル管理技術科、
電気設備技術科、エコシステム料、自動化システム技術料、ものづくリプログラム科

(欄準コース:女性専用コース)CADものづくリサポート科
(若年者向け企彙実習付きコース)

テクニカルメンテナンス科、憲づくり実践科、電気設‖技術料、ものづくリプログラム科
0ポリテクセンター旭川(旭川〕1線センター)

(標準コース)

ものづくり落機科、CADデザイン科、ビル管理技術料、電気設備技術科、ビジネスワーク科
(若年者向け企業実習付きコース)

ものづくり機糧科
0ポリテクセンター函館(函館11練センター)

(標準コース)

CADオペレーション料、住宅リフォーム技術科、ビル管理技術料、ビジネスワーク科
(若年者向け企業実冒コース)

電気設備技術科
0ポリテクセンター働路(鋼路部緯センター)

(標準コース)

建設荷役車両運転科、電気設備技術料、ビジネスワーク科

(独)高齢・障害 求増者雇用支ll機構 北海道支部
Oポ リテクセンター北海道 (北海道凛業能力開発促進センター)]1練第一課 h011641「 8761

URL:http:ノ /www3 Jeed or Jp/hokkaldo/p。 ly/

Oポ リテクセンター旭川 〈旭川渕1練センター) "1餞課 TIt 0166 48 2327
URL:http://-3 ,ood or Jo/asahikawa/polソ /index html

Oポ リテクセンター鋼路 (01路日1触センター) 訓韓採 h0154575938
URL i http://‐ 3 jood or 」p/kushi「 o/pOly/index html

Oポ リテクセンター函館 (函館日1線センター) 訓練課 Ta o138-520323
URL:http://www3 jood or 」p/hakodate/p。 ly/index html



東日本大震災の被災者を雇いたい !

特定求職者雇用開発助成金 (被災者雇用開発コース)

東日本六晨災による被災離目者等を、ハローワーク又は有料・無料贈業紹介事業者の紹介により継続
して1年以上覆用する労働者 (雇用保険の一般被保険者)と して履い入れた場合に、■金相当額の一部
をnt成 します !

る労働者 (雇入れB現在の満年齢が65歳未満

東日本大震災発生時に警戒区城等に居住 していた者であつて、震災後に安定した職業についたことがない被災離
摯者及び被災地球職者。
※  r安定した●葉についたことがないJと は、具体的には「週所定労働時間が20時間以上の労働者として同一

事業所に6か月以上雇用されたことのないJこ とをいいます。

一般労働者 (週 30時間以上)

支給額  : 60万 円 (大企業50万円)

助威期間  1年 (6カ 月毎に 1/2支給)

短時間労働者 (週 20時間以上30時間未満)

支給額  : 40万 円 (大企案30万円)

助成期間 1 1年 (6カ 月毎に1/2支給)

※ この助成金の対象となる労働者を10人以上雇い入れ、
1事業所 1回のみ上記支給額に加え、中小企業60万円

1年以上継続して雇用した場合、
(大企業 50万円)を上乗せ助成する。

ご利用方法

平成23年 5月 2日 以降の層い入れであることが条件となります。
(平成26年 4月 1日 以降要件変更あり)

対象労働者を1年以上継続して層用 (期間の定めのない層用又は1年以上の契約期間の雇用)することが確実て
あると認められる事業主であるなどの要件があります。
URL:http://‐  mhlw go jp/stf/selsakunitsuite/buny3/kOyOu_「 Oudou/koソ ouノ kyufukin/tokutel_hlsal html

助成金を受|.aす るためのすべての要件が記載されているわけて まありません。
上記助成金の要件や申請手続の諄細については、北海道労働局または最寄 りのハローワークヘお尋ね ください。

北海道労働局 雇用助咸金さつぱろセンター3F TE1 011 738 1056
ハローワーク (公共職葉安定所) ※巻末の問い合わせ先―覧をご覧ください.



生活保護受給者等を雇いたい !

特定求職者雇用開発助成金 (生活保護受給者等雇用開発コース)

自治体よリハローワークに対し就労支援の要請がなされている生活保IE受給者又は生活困窮者であつて、自治体
とハローワークが連携 して行う就労支援期間内に就● した者.

短時間労働者以外
支給額 : 60万 円 (大企業50万円)

助威期間 : 1年 (6カ 月毎に 1/2支給)

短時間労働者
支給額 1 40万 円 (大企業30万円)

助威期間 [ 1年 (6カ 月毎に 1/2支給)

・職彙43介 を受けた日に失業等の状態にある者 (被保険者でない者)を雇い入れることが条件となります。

(参照 :特定求職者燿用開発助威金)

tRL : http:/ノ
…

 mhlw go Jp/Stf/Seisakunitsuite/bunya/0000139221 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てはありません。
上記助成金の要件や申In手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワークヘお尋ねくだ
さい。
・北海道労働局職業安定都訓練室 L 0117385253
・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。

自治体からハローワークに対し就労支援の要31があつた生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワー
ク又は有料・無料騒業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者 (雇用保険の一般被保険者)と
して雇い入れた場合に、賃金相当額の一部を助成します !



地域に住む求職者を雇いたい !

地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)

同意雇用開発促遊地域、過疎等雇用改善地域または特定有人国境離島等地域において、事業所を設置
・ 墨備し、それに伴いその地域に居住する求用者を一定の条件で日い入れた用合、設置 。■備に要した
費用と増力0した人数に応して、一 します !

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。
上記助威金の要件や申3H手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワーク等へお尋ねく
ださい。
・北海道労働局 雇用助威金さつぽろセンター6F To 011 788-2294
・ハローワーク (公共臓彙安定所) ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。
※戦略産業雇用創造プロジェクト参加事業主に対する上乗せ特例支給

北海道産業雇用創造協議会「産彙雇用創造プロジェクトチーム」事務局
Te1 011-231-4111 (内 1,26-766)

助成額

設置・整備に要した費用 (300万円以上)、 雇入れ人数 (3人 以上 (創業の場合は2人))に応して、下記
の金額を1年ごとに対象労働者の職場定着状況などを考慮の上、最大 3回支給します。
※ 下表の額は左側が基本額、右側が生産性の向上が認められる場合の額、()内 は創業に該当する場合の支給
額(1回 目のみ()内の額、2回 日以降は、下表の左側または右側の額)

0中小企業事業主の場合、創業として認められる場合は それぞれ支綸額の1/2を第1回目に上乗せ支給
◆戦略産業雇用創造プロジェクト参加事業主は協議会承認人数1人あたり50万円を第1回 日に上乗せ特91支給
◆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Jをご確認ください。
◆「中小企業事業主」の範囲、「創業Jと認められる場合、「対象労働者」と認められる労働者、「設置・整備費用」と
認められる対象経費にはそれぞれ要件があります。

設置 整備に

要した費用
対象労働者の増加人数(,内は創業の場合

3(2)～ 4人 5～ 9人 10～ 19人 20人 以上

3CXl万 円以上
!000万 円未満

48万円/60万 円
(50万 円)

76万 円/96万円
(80万 円)

143万 円/180万 円
(150万 円)

285万円/360万 円
(3∞万円)

1000万円以上
3000万 円未満

57万 円/72万円
(60万 円)

95万 円/120万円
(l l10万 円)

190万 円/240万 円

(200万 円 )

380万円/480万 円

(400万円)

0000万 円以上
5000万 円未満

86万R/108万 円

(90万 円)

143万円/180万円
(150万円)

285万円/360万 円
(311Cl万 円)

5フ0万円/720万 円
(6∞万円)

5000万 円以上
114万 円/144万円

(120万円 )

190万円/240万円
(200万円)

380フラ円/480万 円
(4110万 円)

760万 円/960万 円

(800万円 )

事業所の設置・整備や求職者の雇入れを行う前に所定の計画書 (計画期間は最大 18カ 月)を提出し、そ
の計画が完了した旨の届を提出するなど手続が必要です。

URL: http[//"w" mhlw go jp/seisakunitsuite/bunyaノ koyou_roudou/koyou/kyuFukin/chilki_koyou html

・戦略産業雇用創造プロジェクト参加事業主に対する上乗せ特例支給は、協議会贅助会員への入会や対象業
種が限られるなど条件があります。(実際に対彙となるかどうか、詳細はホームページ又は下記事務局まで)

URL: httpi//w■■ pref hokkaldo lg Jp/kz/rkr/sen「 yaku htm

「  ご利用方法



正社員採用を前提として試行的に雇用 したい |

トライアル雇用助成金 (一般 トライアルコース)

試行雇用労働者 1人につき月額最大4万円 (最長3か月分)

ただし、母子家庭の母等・父子家庭の父を対象とした場合や若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳
未満の者を対象とした場合は月額最大5万円

なお、雇用期間が 1か月に満たない月がある場合は就労日数に応じた額を支給

r職葉経験、技能、知臓等から安定したII業に就くことが困難な求職者Jであつて、要件を満たし、トライアル雇用が

必要であると認めた者

・ トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める対象労働者を安定所・紹介事業所等
の紹介て燿い入れることが条件となります。
・障害者 トライアルコースに関しては54ページをご参照ください。
・ URL : http://wwW mhlw go Jp/stf/SeiSakunitsuite/bunya/koyou_「 oudou/koyou/kyurukin/trial_koyOu htmi

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、北海道労働局または最寄りのハローワークヘお尋ねくだ

さい。
北海道労働局 雇用助成金さつぽろセンター 3F TEt 011-7381056
ハローワーク (7LN共 職葉安定所) ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

業務遂行に当たつての適正や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきつかけとする
ため、la業経験、技能、知識等により就贈が困難な求田者を短期間 (原則3か月間)試行的に雇用 (ト
ライアル雇用)する見合に、一定額を助成します 1

対象となる労働者



季節労働者を通年で雇いたい |

通年雇用助成金

季節的業務に就く者を通年層用した3業主に対して助成します !

支

1 事業所内就業及び事業所外就業の場合
申請対象者 1人あたり1対象期間に支払つた賃金の 1/2(第 1回 目は2/3)
限度額 1人あたり54万円 (第 1回 日は71万円) 継親 3回まで

2業務転換の場合
申請対魚者 1人 あたり集務転換を開始した日から6か月の期間に支払つた賃金の 1/3
限度額 1人あたり71万円 1回限り

3休業の場合
1対象期間に支払つた賃金及び、 1休葉期間に支払つた休案手当 (最大60自 分)の 1/3
(第 1回 日は 1/2)

限度額 1人あたり54万円 (新規継続労働者は71万円) 2回 まで
4■業副組の場合
季節的業務に係る車業11線の経費の 1/2(季 節的業務以外の職彙訓練は2/3)
限度額 1人あたり3万円(季節的業務以外は4万円)3回 まで

5新分野進出の場合
事業所の設置等に要した経費の 1/10
限度額 500万 円  継続 3回まで

6季節 トライアル雇用
トライアル雇用終了後、常用雇用に移行した日から6か月の期間に支払つた賃金の 1/2の額から、 トラ

イアル雇用により支給された トライアル雇用助成金の額を減額 した額
眼度額 71万 円 1回限リ

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、北海道労働局または最寄 りのハローワークヘお尋ねくだ
さい。
・北海道労働局聰葉安定部職彙対策課雇用対策係 TEt 011-7381043
・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。

厚生労働大臣が指定する業種 (林業、建設業、水産食料品製造業等9業種)の事業主が対象です。 (季節
トライアル雇用は指定業種以外の事業主が対象)

URL  : http://田 mhlw go jO/genera1/seido/josei/kyufukin/koyouantei html



新卒枠で既卒者 0中退者を雇いたい !

特定求職者雇用開発助成金 (三 年以内既卒者等採用定着コース)

学校等の既卒者や中退者の応募機会を拡大して採用定書を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人
、ヽ対敏労働者を通常の労働者として初めて採用し、一定期間定着させた場合に

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。
上記助威金の要件や申ll手続の詳細については、北海道労働局または最寄りのハローワークヘお尋ねくだ
さい。
・北海道労働局職葉安定部職業安定課若年雇用対策係 To 011-7092311(内線 :3675)

ハローワーク (公共職彙安定所) ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

対象者
(奨励金コース名)

中小企業
既卒者等コース

高校中退者コース

既卒者等コース

高校中退者コース

ユースエール認定企業 全てのコース 10万 円加算

以下の学校等を卒業または中退した者て、これまで「通常の労働者 (直接雇用で、期間の定めがなく、責
任を負う業務に従事する労働者)Jと して同一の事業主に引き続き:2カ 月以上雇用されたことがない者であ
つて、支給対象事業主に通常の労働者として雇用された者

① 学校 (小学校及び幼稚口を除く)、 専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
② 公共職業能力開発施設や環葉能力開発総合大学校の■棠訓練修了者、または中退者
③ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者

既卒者 中退者が応募可能な新卒求人あるいは高校中退者が応募可能な高校求人の申込みまたは募集を行
い、当該求人に応募した既卒者 中退者を「通常の労働者」として雇用する必要があります。
URL : http://wwW mhlw go Jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158397 html



不安定雇用を繰 り返 している求職者を雇いたい |

特定求臓者雇用開発助成金 (長期不安定雇用者雇用開発コース)

以下のすべての要件を満たす者に限ります。
①雇入れ日現在のj●年齢が35歳以上60歳未満の者
②層入れ日の前日から起算して過去10年間に5回以上離転職を繰り返している者
③職業紹介を受けた日に失業等の状態にある者
④正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として、6カ 月毎に第 1期、第2期に分けて次の金額を限度と
して支綸されます。
・大企業

支綸饉 50万円 … 第 1・ 2期 各25万円
・中小企業

支綸額 60万円 … 第 1・ 2期 各30万円

・以下の要件を全て満たす正規雇用労働者として雇用することが条件となります。
①期間の定めのない労働契約を締結していること。
②派遣労働者として雇用されてないこと。
③所定労働時間が同一の事業主に層用される通常の労働者の所定労働時間 (週 30時間以上)と 同じであ

ること。
④同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形

態等の各労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
・その他、正規雇用労働者の定義が就葉規則等で明確に規定されていることなどの要件があります。
URL http〃枷″mhn gO Jp/stF/se sakun tsu te/bunya/00∞ 158169 htlnl

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中請手続の詳細については、北海道労働局または最寄 りのハローワークヘお尋ねください。
・ 北海道労働局 雇用助成金さつぱろセンター OF TE1 011 733 1056

ハローワーク (公共臓業安定所) ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

いわゆる就田氷
']期

に就目の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定履用を繰り返す求贈者を
ハローワーク又は有料・無料田業紹介事業者の紹介により、事前に対象労働者であることを確認したう
えて、正規雇用労働者として雇い入れる夢業主に対し、賃金相当額の一部を助成します !

「
 対象労働者


