
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

食関連産業や健康長者関連産業の企業が、新増設などに伴い雇用した中途採用者を対象に実施する人

材育成事業に対し、費用の一部を助成します !

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ユラム作成 講師招へい等を行う自社研修の開催

道内外の先進企業、研究機関及び費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

対象となる方

・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、助成額及び限

補助対象経費

償費、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 TD 011 204 5328

対象業種

た 林葉 re業 水産養殖彙、飲料 たばこ 飼料製造業、ハ句レフ 紙・紙力0工 品製造彙、印
同関連業 化学工案、フラチック製品製造彙 窯彙・土石製品製造彙、非鉄金属製造彙 金

はん用機機器具製造業 生産用機機器具製造菜 業務用機機器具製造業
輸送用機機器具製造業 その他製造業、道路貨物運送業 倉庫業 飲

飲料 たばこ 飼料製造業、繊維工業、′ヽルフ・紙 紙加工品製造業、印刷 同関
フラステック製品製造業、窯葉 土石製品製造集、生産用機機器具製造業 電子部品 テハ

電子回路製造業 情報サーヒス彙、道路貨物運送業、倉庫業、学術 開発研究機関

印刷 同関連業、フラスチツク製品製造葉、薫業 土石製品製造業、非鉄金属製造業、
ば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

電気機機器具製造業、その他製造業、情報サーヒス業

食料品製造葉

たはこ 飼料製造葉

業務用機機器具製造業



労働者のキャリア形成を進めたい !

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、労働者の日業生活設計の全期間を通して段階的かつ体系的な目業能力開発を
効果的に促遊するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習
得をさせるための目業訓練等を計画に沿つて実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を
助成する制度です。

※1 特定分野認定実習併用職来馴1饉 (建設彙、製造彙、■報通信業の分野)、 認定実習併用蔵彙創練、
中高年齢者層用型訓1練

※2・雇用型割線のうち特定分野認定実習併用職業コ1線のjl合

・若年雇用促進法に基づく認定事業主又はセルフ・キャリアドック制鷹導入企業の場合
※3・非正規雇用労働者が対象
※4 -人 当たり。訓

"時
間数に応した上限額を設定。(中小企業等担い手育成割線は対象外)
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詳しくは、ホームページをご覧いただくか、雇用助成金きつぼろセンター(北海道労働局)へお「・|い合わせください。

0雇用助成金さっぱろセンター6階 L011-788-9070

0インターネットでの検索

0ホームページ

人材開発支援助成金

厚生労働省ホーム >政 策について >分野別の政策―覧 >雇 用・労働 >雇 用 >雇用関係助威金
>7労 働者の■葉能力の向上を回る場合の助成金 >人 材開発支援助成金(各コース)



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

非正規■用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促逮するため、正社員化、い費改善の取組を実施
した事業主に対して助成金を支綸します !

正社員化コース

0 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に鮨換または直接層用した場合に助威
く >は生産性の向上が認められる場合の顧、 ( )内は大企業の額～以下全コースに適用

く助成饉>
① 有期―正規 :1人 当たり57万 円  く72万 円>(42万 7500円く54万円>)
② 有期→無期 il人 当たり28万 50111円 く36万円>(21万3750円 く27万円>)
③ 無期→正規 11人 当たり28万 5000円く36万円>(21万3750円 く27万 円>)

く①～③合わせて1年度1事業所当たりの支綸申請上限人数は20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て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
・ O③ :1人 当たり28万5.∞0円 く36万円>(大企業も同顔)加算

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

若者雇用促進漱に基づく認定事業主が35●未満の者を転換等した場合に助成額を加算
(転換0した日において35蔵未満である必要があります)

いずれも① :1人 当たり950∞円く12万円> ②Э :47500円 く60000円 >(大企業も同額)加算

※ 動務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者●を当腋雇用区分に転換又は直接層用した場
合に助成額を加算
・ O③ :1事業所当たり95m円 く12万円>(71250円 く90 1XX円 >)

金規定等改定コース

Oす べてまたは一部の有期契約労働者等の基本綸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書を29● 以上増顧改定 した場合
対彙労働者数が 1人～3人 〔  9511D円 く12万 円>( 71250円 く90000円 >)

4人～6人 :   19万 円く24万 円>(14万 2500円く 18万円>)
フ人～10人 :28万 5,000円 く36万円>(  19万 円く 24万円>)
11人～100人 :1人 当たり28500円 く360∞円>(19000円 く24000円 >)

・一部の賃金規定等を296以上増額改定 した場合
対象労働者数が 1人～3人 : 47500円 く60000円 >(33250円 く42000円 >)

4人～6人 :  95∞0円 く 12万 円>(71250円 く90000円 >)
7人～10人 :14万 2500円 く 18万 円>(95000円 く 12万円>)
11人～100人 :1人 当たり14250円 く180∞円>(9500円 く120∞円>)

く 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%以上増饉改定 した場合に助威額を加算
すべての賃金規定等改定 :1人 当たり14250円 く18∞0円 >
一部の賃金規定等改定 : 1人当たり 76∞円く 96∞円>

※ ■務評価の手法の活用により賃金規定等を増顔改定した場合
1事業所当たり19万円く24万円>(14万2500円 く18万 円>)を加算



0 有期契約労働者●を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助威

1事業所当たり38万円く48万円>(28万5 1XD円 く36万 円>)く 1事彙所当たり1回のみ>

0 有期契約労働者専に関 して正規層用労働者と共通の■務●に応 じた■金規定●を作成し、適用 した場合に助咸

1事業所当たり57万円く72万円>く42万75∞円く54万 円>)く 1事業所当たり1回のみ>

※ 共通化した対
'労

働者 (2人 日以降)について、助威顔を加算
・対象労働者 1人当た り20000円 く24 1XD円 >(150111円く1811110円 >) く上限20人 まで>

当制度共通化コー

O 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の情手当制度を新たに設け、適用 した場合に助成

1事業所当たり38万 円く48万円>(28万5000円 く36万円>)く 1事業所当たり1回のみ>

※ 共通化した対摯労働者 (2人 日以降)について、助成額を加算
(加算の対象となる手当は、対

'労
働者が最も多い手当 1つ となります。)

・対
'労

働者 1人当たり15∞0円 く18,GXl円 >(12画 円く14000円 >) く上限20人 まで>

※ 同時に共通4し した情手当 (2つ 日以降)について、助成額を加算
〈原則、同時に支綸した諸手当について カロ算の対彙となります。)

・諸手当の数 1つ当た り16万円く192万円>(12万円く144万 円>)  く上限10手 当まで>

大導入時処遇改善コー

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、基本給を増麟
した場合に助成

二本18の増田割合に応して、
396以上 596未満 [1人当たり19000円 く24,m円 >(14250円 く18∞0円 >)
596以上 796未満  1人当たり38000円 く43m円 >(23500円 く36000円 >)
796以上1096未満 :1人当たり475∞円く60000円 >(33250円 く42000円 >)
1096以上1496未 満  1人 当たり76000円 く0611110円 >(57,0∞円く72.000円 >)
14%以上     :1人当たり950∞円く 12万円>(71,250円 く90,000円 >)

く1事業所当たり1回のみ、支綸申請上限人敗は30人まで>

※ 本コースは、平成32年 3月 3!日 までの●定措置となります。
※ 対彙労働者が複数以上であり、基本綸の増傾割合が興なる場合は、最も低い増額割合の区分の支給額が適用

されます。



O 短時間労働者の遇所定労働時間を工長し、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時間以上工長 し新たに社会保険に適用した場合

1人当たり19万円く24万 円>(14万2500円 く18万円>)

※平成32年 3月 31日 までの間、支綸額を増額 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

ように遍所定労慟時間を延長 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 il人当たり 38000円 く 48000円 >( 23500円 く 360111円 >)
2時間以上3時間未満 11人当たり 76000円 く 96000円 >( 57画 円く 72回 円>)
3時間以上4時間未満 [1人当たり11万4,∞0円 く14万4,000円 >( 355∞ 円く10万80∞円>)
4時間以上5時間未満 :1人当たり15万2∞0円 く19万 2∞0円 >(‖ 万40∞円く14万4 11ul円 >)

く1年度1事彙所当たり支綸申請上限人数は15人 まで>※平成32年3月 31日 までの間、上限人数を饉和 しています。

0 助成金の利用に当たつては、雇用保険適用事業所ごとに「キヤリフアップ管理者」を配置し、事前に「キヤリ

アアップ計画」を作成したうえて、管轄労働局長の認定を受ける必要があります。
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助咸金を受給するためのすべての要件が記●されているわけではありません。

上記助威金の要件や申請手続の鮮細については、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。

雇用助威金さつぱろセンター6F(北海道労働局)Ta 011 788 9071
ハローワーク (公共職葉安定所) ※巻末の問い合わせ先一覧をご覧ください。

短時間労働者労働3も間延長コース


