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このガイドブックは、県内中小企業事業主の皆様の雇用管理（※）上の様々な課題の解

決をサポートする高知労働局・労働基準監督署・ハローワーク及び関係機関の相談･コン

サルティング窓口、助成金の概要について紹介しています。 

雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などにぜひご

活用ください。希望される助成金があった場合には詳細なパンフレットがありますので、

相談窓口までお問い合わせください。 

（※）雇用管理とは、労働者の採用から退職までの間において事業主が行う一連の雇用に関する事項の管理

をいいます。（募集･採用、評価･配置、雇用維持･継続雇用、雇用形態、処遇･職場環境、退職など） 

 

 

 

助成金における「中小企業事業主」の範囲は、以下のとおりです。 

業種 資本金の額または出資の総額  常時雇用する労働者の数 

小売業（飲食店を含む） ５，０００万円以下  

または 

５０人以下 

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

その他の業種 ３億円以下 ３００人以下 

ただし、以下の助成金については範囲が異なります。 

 

○〈職場定着支援助成金（中小企業団体助成コース）〉 

業種 資本金の額または出資の総額  常時雇用する労働者の数 

ゴム製品製造業 ３億円以下 

または 

９００人以下 

ソフトウェア業 又は 

情報処理サービス業 
３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５，０００万円以下 ２００人以下 

※自動車・航空機用のタイヤ、チューブ製造業や工業用ベルト製造業を除く。 

 

○〈中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金〉 

業種や資本金の額・出資の総額にかかわらず、常時雇用する労働者の数が３００人以下。 

 

〈労災保険の特別加入制度〉における中小事業主等とは、①下記の表に定める数の労働者を常時使用する

事業主、②労働者以外で事業主の事業に従事する人。 

業種 労働者数 

金融・保険業・不動産業・小売業 50人以下 

卸売業・サービス業 100人以下 

上記以外の業種 300人以下 

  

～ご利用の手引き～ 

中小企業事業主の範囲 



《ガイドブックの見方》 

 

支援及び助成金メニュー  Ｐ１～７ 

中小企業事業主の方が具合的に取り組みたい内容ごとに、支援メニュー、概要の頁及び相談窓口を

ご紹介しています。 

 

 

助成金一覧  Ｐ８～２１ 

 

 

 

22 キャリアアップ助成金 【労働局職業安定部職業対策課】 

 Ⅰ 正社員化コース 
 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換ま

たは直接雇用した事業主に対して助成 

①【有期→正規】1人あたり 57万円<72万円> 

(中小企業以外 42.75万円<54万円>) 

②【有期→無期】1人あたり 28.5万円<36万円> 

(中小企業以外 21.375万円<27万円>) 

③【無期→正規】1人あたり 28.5万円<36万円> 

 

 

 

（※）< >内は、生産性要件を満たした場合の支給額(率)です。 

 労働関係助成金には、助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増を

行うものがあります。 

(１) 助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における｢生産性｣が、その 3年前に比べて 6％以上伸びていること。 

(２) ｢生産性｣は次の計算式によって計算します。 

営業利益＋人件費＋減価償却費＋動産･不動産賃貸料＋租税公課 

雇用保険被保険者数 

※ なお、｢生産性要件｣の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。 

 

 

 

相談・コンサルティング一覧  Ｐ２２～２８ 

 

 

 

１ 労働時間･年次有給休暇 

 Ⅰ「働き方・休み方改善コンサルタント」による相談支援          【労働局雇用環境･均等室】 
 仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）の

ための方策や、労働時間制度に関するアドバイスを

専門に行うコンサルタントが・・・ 

労務担当者が抱える悩みに「コンサルタント」が答えます。

（無料） 

 

 

 

  

事業主の方が取り組みたい内容に対する助成 

助成金の名称 相談窓口（お問い合わせ先） 

取組内容に係る助成金額等 

支援の内容について、具体的に記述しています。 支援の方法や要件及び支援策にかかる費用等 

相談内容、及び支援内容 相談窓口（お問い合わせ先） 

助成金のコース等の名称 

（記載がある場合） 

相談の種類 

生産性＝ 

(※) 



 

 
 

 

 

１ 新たに労働者を雇い入れる場合の支援及び助成金 ················ Ｐ１～２ 

【新たに労働者を採用したい】 

【労働者の再就職を支援したい】 

【新たに障害者を雇用したい】 

２ 労働者の処遇や職場環境の改善を図る場合の支援及び助成金 ······ Ｐ２～５ 

【従業員の処遇や職場環境の改善を図りたい】 

【介護分野における雇用管理改善について相談したい】 

【残業、休日出勤を減らすなど長時間労働を抑制したい】 

【業務、労務改善により賃金を引き上げたい】 

【労働者の安全・健康を確保したい】 

【事業主も労災保険に加入したい】 

【退職金制度を導入（充実）したい】 

【財形制度を導入したい】 

【障害者を継続して雇用したい】 

３ 女性の活躍推進、仕事と家庭の両立に対する支援及び助成金 ······ Ｐ５～６ 

【女性の活躍を推進したい】 

【育児・介護を行う労働者の仕事と家庭の両立に取り組みたい】 

４ 労働者の職業能力向上を図る場合の支援及び助成金 ·················· Ｐ６ 

【労働者を育成し正規雇用したい】 

【キャリア形成に取り組む労働者の支援や人材育成を推進する制度を導入･実施したい】 

５ 雇用の維持・再就職に対する支援及び助成金 ···················· Ｐ６～７ 

【事業の縮小を余儀なくされたが労働者の雇用の維持を図りたい】 

【離職を余儀なくされた労働者の再就職を支援したい】 

６ 職場における総合的な労働問題に関するご相談 ······················ Ｐ７ 

【労働問題について相談したいが、どこの窓口に行ったらよいか】 

【メンタルヘルス不調やストレスチェック制度等について相談したい】 

【ハローワークで公開･紹介している求人内容が実際とちがっていた】 

◆ 助成金一覧 ············································ Ｐ８～２１ 

◆ 相談・コンサルティング一覧 ··························· Ｐ２２～２８ 

◆ 関係機関施設一覧··········································· Ｐ２９ 

◆ 高知労働局の組織··········································· Ｐ３０ 

◆ 高知労働局、労働基準監督署、ハローワークの案内図 ············ Ｐ３１ 

 

中小企業団体、中小企業事業主の方へ 

～支援及び助成金メニューのご紹介～ 
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【新たに労働者を採用したい】 

○ ハローワークを利用して労働者を募集したい。 

 求人募集サービス  →（P27） 

○ 高年齢者、障害者、母子家庭の母等（就職困難者）をハローワーク等の紹介で雇い

入れたい。新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、雇い入れたい。 

 特定求職者雇用開発助成金  →（P9） 

○ 事業所の設置整備により、ハローワーク等の紹介で労働者を雇い入れたい。 

 地域雇用開発助成金  →（P10） 

○ 起業により中高年齢者を雇い入れたい 

 生涯現役起業支援助成金  →（P10） 

○ 安定就業を希望する未経験者等をハローワーク等の紹介で試行的・段階的に雇い入

れたい。 

 トライアル雇用奨励金  →（P10） 

○ 事業年度中に雇用者数を 5人以上（中小企業は 2人以上）かつ 10％以上増加させた

い。 

 雇用促進税制  →（P26） 

 

【労働者の再就職を支援したい】 

○ 再就職支援計画書等の対象となった労働者を早期に受け入れたい。また受け入れた

後教育訓練を行いたい。 

 労働移動支援助成金  →（P8） 

○ 経験や知識・技能のある労働者を他社から受け入れたい。 

 出向・移籍による労働者の受け入れ支援  →（P25） 

 

【新たに障害者を雇用したい】 

○ 障害者をハローワーク等の紹介で試行的・段階的に雇い入れたい。 

 トライアル雇用奨励金（障害者トライアルコース）  →（P10） 

 

 

高知労働局の中小企業団体、中小企業向け支援及び助成金メニュー 

１ 新たに労働者を雇い入れる場合の支援及び助成金 
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○ これまで障害者雇用の経験はないが、障害者を雇用して法定雇用率を達成したい。 

※労働者数 50人～300人の事業主 

 特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用コース） →（P9） 

○ 雇入れ計画に基づき障害者を 10 人以上雇用し、そのために必要な設置整備をした

い。 

 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金  →（P11） 

○ 発達障害者・難治性疾患患者の方をハローワーク等の紹介で雇い入れたい。 

 特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース） →（P9） 

○ 障害者を雇い入れるとともに、必要な援助や指導を行う職場支援員等を配置したい。 

 障害者雇用安定奨励金  →（P11） 

○ 障害者を雇用したいが、どこに配置して、どの様な仕事をやってもらえばよいか。 

 地域障害者職業センター  →（P25） 

 

 

【従業員の処遇や職場環境の改善を図りたい】 

○ 定年引き上げや高年齢者活用促進のための雇用環境整備、無期雇用へ転換したい。 

 65歳超雇用推進助成金  →（P14） 

○ 事業主であるが、雇用管理制度（評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度、
メンター制度）を導入したい。 

 職場定着支援助成金（雇用管理制度助成コース） →（P13） 

○ 中小企業事業主を構成員として含む事業主団体であるが、労働環境の向上を図るた

めの事業を行いたい。 

 職場定着支援助成金（中小企業団体助成コース） →（P13） 

○ 建設労働者の雇用管理改善や魅力ある職場づくりをしたい。 

 建設労働者確保育成助成金  →（P13） 

○ 有期契約労働者等を正規雇用等に転換、人材育成、処遇改善等を行いたい。また勤
務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員に転換または直接雇用したい。 

 キャリアアップ助成金  →（P17） 

○ 同一労働同一賃金など非正規雇用労働者の待遇改善を進めたい。 

 非正規雇用労働者待遇改善支援センター   →（P23） 

○ 定年延長を含む継続雇用に伴う人事管理制度の整備に関することで相談したい。 

 高年齢者雇用アドバイザー   →（P24） 

○ 60 歳到達時点に比べて賃金が 75％未満に低下した状態で働き続ける高年齢労働者

２ 労働者の処遇や職場環境の改善を図る場合の支援及び助成金 
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の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用を継続したい。 

 高年齢雇用継続給付制度  →（P26） 

○ 若者の採用･育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業として情報発信したい 

 ユースエールの認定  →（P10） 

 

【介護分野における雇用管理改善について相談したい】 

○ 介護分野における労働者の募集と職場定着を促進するため雇用管理制度等を通じ

た「魅力ある職場づくり」に取り組みたい。 

 雇用管理改善促進事業（介護分野） →（P28） 

 

【残業、休日出勤を減らすなど長時間労働を抑制したい】 

○ 労働時間等の設定の改善に取り組みたい。 

 職場意識改善助成金  →（P19） 

○ 専門のコンサルタントに、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のための

方策や労働時間制度などについてアドバイスを受けたい。 

 働き方・休み方改善コンサルタント  →（P22） 

○ 医療機関の事業主であるが、勤務環境改善計画の策定、実施する際の労務管理全般

について相談したい。 

 医療労務管理支援事業  →（P22） 

 

【業務、労務改善により賃金を引き上げたい】 

○ 業務・労務改善を行い、事業場内で最も低い時間額を引き上げたい。 

 業務改善助成金  →（P20） 

○ 最低賃金の引上げに向けて、賃金・労働時間制度、安全労務管理などの見直しに係

る課題について相談したい。 

 最低賃金ワン･ストップ無料相談窓口  →（P22） 

 

【労働者の安全・健康を確保したい】 

○ 有期労働者等に対して、法定外の健康診断制度を新たに規定し実施したい。 

 キャリアアップ助成金（健康診断制度コース） →（P17） 

○ 職場での受動喫煙を防止するための対策を行いたい。 

 受動喫煙防止対策助成金  →（P20） 

○ 健康管理、過重労働対策、衛生管理、作業環境及びメンタルヘルス対策について相
談したい。（労働者 50人未満の事業場） 

 健康で安心して働ける職場づくり支援  →（P22） 
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○ 「ストレスチェック」を実施し、医師によるストレスチェック後の面接指導を実施
したい。 

「ストレスチェック」実施促進のための助成金  →（P21） 

○ 「ストレスチェック」実施後の集団分析を踏まえ、職場環境の改善を図りたい。 

職場環境改善計画助成金  →（P21） 

○ 産業医に職場巡視、健康診断異常所見者に対する意見聴取、保健指導等をしてほし
い。(労働者 50人未満の事業場) 

産業医活動助成金  →（P21） 

○ 心の健康づくり計画を作成し、メンタルヘルス対策を実施したい。 

心の健康づくり計画助成金  →（P21） 

〇 メンタルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労働による健康障害防止対策な
どに関して相談したい。 

「こころの耳電話相談」 →（P28） 

○ 職場の健康診断等で血圧、血中脂質、血糖、腹囲肥満度に異常の所見が認められた
労働者がいるが、どの様な対応すればよいか。 

 二次健康診断等給付  →（P23） 

 

【事業主も労災保険に加入したい】 

○ 労働者と同様の業務に従事している場合､中小企業事業主も労働保険に加入できる
か。 

 労災保険の特別加入制度  →（P23） 

 

【退職金制度を導入（充実）したい】 

○ 新しく中小企業退職金共済制度に加入したい。掛け金を増額したい。 

 退職金共済制度に係る新規加入掛金助成  →（P21） 

 

【財形制度を導入したい】 

○ 労働者の退職後の生活安定、住宅取得、その他資産形成のための貯蓄を支援したい。 

 勤労者財産形成促進制度  →（P23） 

 

【障害者を継続して雇用したい】 

○ 中途障害者（発病・事故等による）となった労働者に職場適応の措置を行い、職場
復帰させたい。 

 障害者雇用安定奨励金  →（P11） 

○ 障害者を継続して雇用するため、作業・福祉施設の整備や雇用管理のための介助者
の配置等を行いたい。 

 障害者納付金制度に基づく各種助成金  →（P12） 
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○ 障害者雇用に関する課題（人事労務管理、賃金体系、能力開発、健康管理等）につ
いて相談したい。 

 地域障害者職業センター  →（P25） 

○ 雇用している障害のある方の障害特性を踏まえた雇用管理や生活面の一体的な相
談・支援をお願いしたい。 

 障害者就業・生活支援センター  →（P25） 

 

 

 

【女性の活躍を推進したい】 

○ 女性が活躍しやすい職場づくりの相談をしたい。 

 雇用環境･均等室相談窓口  →（P28） 

○ 女性活躍推進法施行に伴い、女性の活躍推進に取り組みたい。 

 雇用環境･均等室相談窓口  →（P28） 

 女性活躍加速化助成金  →（P16） 

○ 有期契約労働者等を勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員に転換したい。
または直接雇用したい。 

 キャリアアップ助成金（正社員化コース） →（P17） 

○国の女性活躍推進企業認定制度について相談したい。 

 えるぼし認定  →（P16） 

 

【育児・介護を行う労働者の仕事と家庭の両立に取り組みたい】 

○ 育児・介護しやすい職場づくりの相談をしたい。 

 雇用環境･均等室相談窓口  →（P28） 

○ 男性労働者の育児休業取得を推進したい。 

 両立支援等助成金（出生時両立支援コース） →（P15） 

○ 仕事と介護の両立を支援するための職場環境整備を行い、制度の利用を推進したい。 

 両立支援等助成金（介護離職防止支援コース） →（P15） 

○ ｢育休復帰支援プラン｣を作成し、育児休業者を原職に復帰させたい。 

 両立支援等助成金（育児休業等支援コース（育休取得時･現場復帰時）） →（P15） 

○ 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職復帰させたい。 

 両立支援等助成金（育児休業等支援コース（代替要員確保時））  →（P15） 

○ 妊娠、出産、育児又は介護により離職した者の再雇用を推進したい。 

 両立支援等助成金（再雇用者評価処遇コース）  →（P15） 

 

３ 女性の活躍推進、仕事と家庭の両立に対する支援及び助成金 
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○ 国の子育て支援企業認定制度について相談したい。 

 くるみんマークの認定  →（P16） 

○ 雇用する労働者（雇用保険被保険者）の方が、1 歳未満の子を養育するための育児
休業を取得するが、助成はあるか。（男女とも可） 

 育児休業給付金制度  →（P26） 

○ 雇用する労働者（雇用保険被保険者）の方が、対象家族を介護するための介護休業
を取得するが、助成はあるか。（男女とも可） 

 介護休業給付金制度  →（P26） 

○ パートタイム労働、仕事と育児・介護の両立支援やセクシュアルハラスメントにつ
いて相談したい。 

 雇用環境･均等室相談窓口  →（P28） 

 
 
 
 

【労働者を育成し正規雇用したい】 

○ 非正規雇用労働者（有期契約労働者等）に対して実習等を通じて育成し、正規雇用
（無期雇用）に転換するなど処遇改善を図りたい。 

 キャリアアップ助成金  →（P17） 

 

【キャリア形成に取り組む労働者の支援や人材育成を推進する制度を導入･実施したい】 

○ 職業訓練などを実施し、キャリア形成に取り組む労働者の支援や人材育成を推進す
る制度を導入、実施したい。 

 人材開発支援助成金  →（P18） 

○ 自らの費用で自己啓発に取り組む労働者について、経費の一部をその労働者に支給
する制度があるか。 

 教育訓練給付金制度  →（P27） 

 
 
 
 

【事業の縮小を余儀なくされたが労働者の雇用の維持を図りたい】 

○ 景気の変動、産業構造の変化など経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた
が、休業、教育訓練又は出向によって労働者の雇用を維持したい。 

 雇用調整助成金  →（P8） 

 

【離職を余儀なくされた労働者の再就職を支援したい】 

○事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対して、再就職を実現する
ための支援を民間紹介事業者に委託して実施したい。 

 労働移動支援助成金（再就職支援奨励金） →（P8） 

 
 

４ 労働者の職業能力向上を図る場合の支援及び助成金 

５ 雇用の維持・再就職に対する支援及び助成金 
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【労働問題について相談したいが、どこの窓口に行ったらよいか】 

○ 労働条件、募集、採用等の職場環境を含め、パワーハラスメントなど労働問題に関
するあらゆる分野の相談。 

 総合労働相談コーナー、労働条件相談ほっとライン  →（P28） 

 

【メンタルヘルス不調やストレスチェック制度等について相談したい】 

○ メンタルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労働による健康障害防止対策な
どに関して相談したい。 

 「こころの耳電話相談」  →（P28） 

 

【ハローワークで公開･紹介している求人内容が実際とちがっていた】 

○ ｢求人内容が実際とちがっている｣という相談は、ハローワーク窓口において受付し
ており、事実を確認の上、会社に対して指導等を行っていますが、窓口を利用できな
い方でも電話による相談ができます。｢あれ？ちがう！｣と思ったら迷わず相談してく
ださい。 

 「ハローワーク求人ホットライン」  →（P28） 

  

６ 職場における総合的な労働問題に関するご相談 
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１ 雇用調整助成金 【各ハローワーク】 

 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※１)に、休業、教育
訓練、または出向(※２)によって、その雇用する労働者の雇
用の維持を図る事業主に対して助成 

 
(※1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近 3 か

月間の月平均値が、前年同期に比べ 10％以上減少している
こと等 

(※2)3か月以上 1年以内の出向に限る 

【休業・教育訓練の場合】 
休業手当等の一部助成 2／3 (中小企業以外は 1／2) 
教育訓練を行った場合は、教育訓練費を 1 人 1 日あたり
1,200円加算 

 
【出向の場合】 
出向元事業主の負担額の一部助成 2／3 
(中小企業以外 1／2) 

 

 

 

２ 労働移動支援助成金 【各ハローワーク】 

 Ⅰ 再就職支援コース 

 

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働
者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職
業紹介事業者に委託等して行う事業主に対して助成 

【再就職支援】 
・委託費用の１／２(中小企業以外１／４) 
支援対象者 45歳以上 委託費用の２／３(中小企業以外１／３) 
・訓練を委託した場合 訓練実施費用の２／３(上限 30万円)加算 
・グループワークを委託した場合 3回以上実施で 1万円加算 
(1人あたり上限 60万円、中小企業のみ委託時に 10万円を支給、残
りを再就職実現時に支給) 

【休暇付与支援】 
日額 8,000円(中小企業以外 5,000円)を支給(上限 180日) 
離職後 1か月以内に再就職実現した場合、1人あたり 10万円加算 

【職業訓練実施支援】 
訓練実施に係る費用の 2/3(上限 30万円) 

Ⅱ 早期雇入れ支援コース 

 
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働

者等を離職日から３か月以内に雇い入れた事業主に対
して助成 

１人あたり 30万円 

※ 生産指標等により一定の成長が認められる事業所には 1 人あ
たり 80万円(さらに採用 1年後に賃金アップした場合 100万円)の優
遇助成 

Ⅲ 人材育成支援コース 

 

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働
者等を雇入れ、訓練（※）を行った事業主に対して助成 

 
(※)Off-JTのみ、または Off-JTと OJT 

OJT 訓練実施助成 800円/時 
 優遇助成※ 900円(1,000円)/時 

Off-JT 賃金助成 900円/時＋訓練経費助成[上限 30万円] 
 優遇助成※ 1,000円(1,100円)/時 
  +訓練経費助成[上限 40万円(50万円)] 
※ 生産指標等により一定の成長が認められる事業所には優遇助
成。そのうち、採用 1年後に賃金アップした場合（ ）内の額 

Ⅳ 中途採用拡大コース 

 

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働
者等を雇入れ、訓練（※）を行った事業主に対して助成 

 
(※)Off-JTのみ、または Off-JTと OJT 

OJT 訓練実施助成 800円/時 
 優遇助成※ 900円(1,000円)/時 

Off-JT 賃金助成 900円/時＋訓練経費助成[上限 30万円] 
 優遇助成※ 1,000円(1,100円)/時 
  +訓練経費助成[上限 40万円(50万円)] 
※ 生産指標等により一定の成長が認められる事業所には優遇助
成。そのうち、採用 1年後に賃金アップした場合（ ）内の額 

助 成 金 一 覧 

Ａ．雇用維持関係の助成金 

Ｂ．再就職支援関係の助成金 
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３ 特定求職者雇用開発助成金  

 Ⅰ 特定就職困難者コース 【各ハローワーク】 

 

高年齢者(60 歳以上 65 歳未満)や障害者などの就職
が特に困難な者を、ハローワーク等の紹介により、継続
して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に対し
て、賃金の一部を助成 
 
（※） 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の

年齢が 65 歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当

該雇用期間が継続して 2 年以上であることが確実と認め

られること 

【高年齢者(60～64歳)、母子家庭の母等】 
1人あたり 60万円 (中小企業以外 50万円) 
短時間労働者(※)は 40万円 (中小企業以外 30万円) 

【身体・知的障害者(重度以外)】 
1人あたり 120万円 (中小企業以外 50万円) 
短時間労働者(※)は 80万円 (中小企業以外 30万円) 

【身体・知的障害者(重度又は 45歳以上)、精神障害者】 
1人あたり 240万円 (中小企業以外 100万円) 
短時間労働者(※)は 80万円 (中小企業以外 30万円) 

(※) 1週間の所定労働時間が 20 時間以上 30時間未満の者(以下同じ) 

Ⅱ 生涯現役コース 【各ハローワーク】 

 65 歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、
1 年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた(※) 
事業主に対して助成 
(※) 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1 年以上継

続して雇用することが確実であると認められること 

1人あたり 70万円 (中小企業以外 60万円) 

短時間労働者は 50万円 (中小企業以外 40万円) 

Ⅲ 生活保護受給者等雇用開発コース 【各ハローワーク】 

 地方公共団体からハローワークに就労支援の要請が
あった生活保護受給者等をハローワーク等の紹介により
継続して雇用する労働者として雇い入れた(※)事業主に
対して助成 
(※) 雇用保険一般被保険者として雇入れ、対象労働者の年齢
が 65 歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期
間が継続して 2年以上であることが確実と認められること 

1人あたり 60万円 (中小企業以外 50万円) 
短時間労働者は 40万円 (中小企業以外 30万円) 

Ⅳ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 【各ハローワーク】 

 発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等
の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ
た(※)事業主に対して助成 
（※）雇用保険一般被保険者として雇い入れ､対象労働者の年
齢が 65 歳以上に達するまで継続して雇用し､かつ、当該雇用
期間が継続して 2年以上であることが確実と認められること 

1人あたり 120万円 (中小企業以外 50万円) 
短時間労働者は 80万円 (中小企業以外 30万円) 

Ⅴ 障害者初回雇用コース 【労働局職業安定部職業対策課】 

 障害者雇用の経験のない中小企業(※1)において、雇
用率制度の対象となる障害者を初めて雇用し、当該雇入
れによって法定雇用率を達成する場合(※2)に助成 

(※1) 障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数 50～300
人の中小企業 

(※2) 1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して
3 か月後までの間に、雇い入 れた対象労働者の数が障害者
雇用促進法第 43条第 1項に規定する法定雇用障害者数以上
となって、法定雇用率を達成すること 

対象となる措置のすべてを満たした場合、120万円 

Ⅵ 三年以内既卒者等採用定着コース 【各ハローワーク】 

 学校等の既卒･中退者の応募が可能な新卒求人の申
込みまたは募集を行い､初めて雇入れ(※)､一定期間定
着した場合に助成 

(※) 雇入れにあたり次の要件を満たすこと 

【既卒者等コース】 

既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集
を行い、通常の労働者として雇用したこと 

【高校中退者コース】 

高校中退者が応募可能な高卒求人に申込みまたは募集を
行い、通常の労働者として雇用したこと 

【既卒者等コース】 
70万円 (中小企業以外 35万円) 

 
【高校中退者コース】 

80万円 (中小企業以外 40万円) 
 
※各コース上限 1名、ユースエール認定企業は 10万円加算 

Ｃ．雇入れ関係の助成金 
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Ⅶ 被災者雇用開発コース 【各ハローワーク】 

 東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、
ハローワーク等の紹介により、1 年以上継続して雇用さ
れることが見込まれる労働者として雇い入れた(※)事業
主に対して助成 
(※) 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1 年以上継続し

て雇用することが見込まれること 

1人あたり 60万円 (中小企業以外 50万円) 

短時間労働者は 40万円 (中小企業以外３0万円) 

Ⅷ 長期不安定雇用者雇用開発コース 【各ハローワーク】 

 いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等によ
り長期にわたり不安定雇用を繰り返す者(※)を正規雇用
労働者として雇入れた事業主に対して助成 

(※) 次のいずれにも該当する者 
① 雇入れ日現在の満年齢が 35歳以上 60歳未満の者 
② 雇入れの日の前日から起算して過去 10年間に 5回以上
離職または転職を繰り返している者 

1人あたり 60万円 (中小企業以外 50万円) 

４ トライアル雇用奨励金 【各ハローワーク】 

 Ⅰ 一般トライアルコース 

 職業経験、技能、知識不足等から安定的な就職が困
難な求職者（※）について、ハローワーク等の紹介によ
り、一定期間試行雇用した事業主に対して助成 
（※）次の①～⑥のいずれかに該当する者 

① 就労経験のない職業に就くことを希望する者 

② 学校卒業後３年以内で、安定した職業に就いていない者 

③ ２年以内に２回以上離職または転職を繰り返している者 

④ 離職している期間が１年を超えている者 

⑤ 妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定し

た職業に就いていない期間が１年を超えているもの 

⑥ 就職支援に当たって特別の配慮を要する以下の者 
生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日
雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、
ホームレス、住居喪失不安定就労者 

１人あたり月額最大４万円 （最長 3月間） 

※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 

月額最大５万円(最長 3か月間) 

 
※若者雇用促進法に基づく認定事業主が 35 歳未満の対象者
に対し、トライアル雇用を実施する場合 

１人当たり月額５万円 (最長 3か月間) 

Ⅱ 障害者トライアルコース 

 就職困難な障害者を、ハローワーク等の紹介により、
一定期間試行雇用を行う場合に助成 

1人あたり月額最大 4万円 (最長 3か月間) 
精神障害者を初めて雇用する場合 月額最大 8万円(最長 3 か月間) 

Ⅲ 障害者短時間トライアルコース 

 直ちに週 20 時間以上勤務することが難しい精神障害
者および発達障害者の求職者について、3 か月から 12
か月の期間をかけながら 20 時間以上の就業を目指して
試行雇用を行う場合に助成 

1人あたり月額最大 2万円 (最長 12か月間) 

５ 地域雇用開発助成金 【各ハローワーク】 

 地域雇用開発コース 

 

同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または
特定有人国境離島地域等などにおいて、事業所の設
置・整備あるいは創業に伴い、地域求職者等の雇入れを
行った場合に助成 

事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加数に応じて 
48～760万円<60～960万円>を支給 （最大３年間（３回）支給） 
創業の場合、１回目の支給において支給額の 1/2 相当額を上
乗せ 
中小企業の場合、1回目の支給において支給額の 1/2相当

額を上乗せ 

６ 生涯現役起業支援助成金 【労働局職業安定部職業対策課】 

 中高年齢者(40 歳以上)が起業によって自らの就業機会
の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる労
働者の雇入れ(※1)を行う際に要した雇用創出措置(※2)
に対して助成 
(※1) 60歳以上の方を 1名以上、40歳以上 60歳未満の者を 2名

以上、または 40歳未満の者を 3名以上(40歳以上 60歳未満
の者を 1名雇入れる場合は 40歳未満の者を 2名以上) 

(※2) 対象労働者の雇入れにあたり、事業主が行うべき措置であ
って、募集及び採用並びに教育訓練に関するもの 

【起業者が 60歳以上の場合】 

助成率 2/3   助成額の上限 200万円 

【起業者が 40歳～59歳の場合】 

助成率 1/2   助成額の上限 150万円 

７ ユースエールの認定 【労働局職業安定部職業安定課】 

 若者雇用促進法に基づき、中小企業が一定の基準を満
たした場合、必要な書類を添えて申請することで、若者の採
用･育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良で
ある｢ユースエール認定企業｣の基準適合事業主として、厚
生労働大臣の認定(高知労働局長へ委任)を受けることがで
きます。 

【認定を受けた場合】 
自社商品、広告などへ認定マークの使用が可能。 
次の各種助成金を活用する際、一定額を加算 
・キャリアアップ助成金 
・キャリアアップ形成促進助成金 
・トライアル雇用奨励金 
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８ 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 【労働局職業安定部職業対策課】 

 中小企業である事業主が、地域の障害者雇用促進のた
めの計画を作成し、当該計画に基づき障害者を 5 人以上等
多数雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の
施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等
の設置等に要する費用に対して助成 

支給対象者数と施設整備に要した費用に応じて、 

総額 1,000～3,000万円(3年間) 

９ 障害者雇用安定奨励金 【労働局職業安定部職業対策課】 

 Ⅰ 障害者職場定着支援コース 

 障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟

な働き方の工夫等の措置（※1～6）を講じる事業主に助

成 

（※1） 柔軟な時間管理・休暇取得 

労働時間の調整や通院または入院のための特別な

有給休暇の付与を継続的に講じる 

 

(※２) 短時間労働者の勤務時間延長 

週の所定労働時間を延長する 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※３) 正規・無期転換 

有期契約労働者を正規雇用労働者(※)または無期

雇用労働者に、無期雇用労働者を正規雇用労働者

(※)に転換する 

(※) 多様な正社員（勤務地・勤務限定正社員、短時間正社員を含

む） 

 

 

 

 

(※４） 職場支援員の配置 

業務に必要な援助や指導を行う職場支援員（※）を

配置 

（※） 職場支援員１人が支援する対象労働者の数は３人を上限 

 

 

 

 

 

（※５） 職場復帰支援 

職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、

中途障害者を職場復帰させる 

 

（※６） 社内理解の促進 

障害者の支援に関する知識等を習得させるための

講習を雇用する労働者に受講させる 

 

 

 

 

 

 

①柔軟な時間管理・休暇取得 

１人あたり８万円（中小企業以外６万円） 

 

 

②短時間労働者の勤務時間延長（週の所定労働時間の延長） 

【身体・知的障害者（重度）、精神障害者】 

20未満→ 30 以上１人あたり 54 万円（中小企業以外 40 万円） 

20未満→20 以上 30 未満１人あたり 27 万円（中小企業以外 20 万円） 

20以上 30 未満→30 以上１人あたり 27 万円（中小企業以外 20 万円） 

【上記以外の障害者】 

20未満→30 以上１人あたり 40万円（中小企業以外 30 万円） 

20未満→20 以上 30 未満１人あたり 20 万円（中小企業以外 15 万円） 

20以上 30 未満→30 以上１人あたり 20 万円（中小企業以外 15 万円） 

 

③正規・無期転換 

【身体・知的障害者（重度）、精神障害者】 

有期→正規１人あたり 120万円（中小企業以外 90万円） 

有期→無期１人あたり 60万円（中小企業以外 45万円） 

無期→正規１人あたり 60万円（中小企業以外 45万円） 

【上記以外の障害者】 

有期→正規１人あたり 90万円（中小企業以外 67.5万円） 

有期→無期１人あたり 45万円（中小企業以外 33万円） 

無期→正規１人あたり 45万円（中小企業以外 33万円） 

 

④職場支援員の配置 

【職場支援員を雇用契約または業務委託契約により配置】 

１人あたり月額４万円（中小企業以外月額３万円） 

短時間労働者は、月額２万円（中小企業以外月額 1.5万円） 

【職場支援員を委嘱契約により配置】 

委嘱による支援１回あたり１万円 

※助成対象期間は、２年間（精神障害者は３年間）が上限 

※職場支援員１人が支援する対象労働者の数は３人を上限 

 

⑤職場復帰支援 

１人あたり月額６万円（中小企業以外月額 4.5万円） 

※助成対象期間は、１年間が上限 

 

⑥社内理解の促進 

講習に要した費用に応じて助成 

５万円以上～10万円未満１事業所あたり３万円（中小企業以外２万円） 

10万円以上～20万円未満１事業所あたり６万円（中小企業以外 4.5万円） 

20万円以上１事業所あたり 12万円（中小企業以外９万円） 

Ｄ．障害者の雇用環境整備の助成金 
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Ⅱ 障害者職場適応援助コース 

 

職場適応援助者（※）による援助を必要とする障害者

のために、職場適応援助者による支援を実施する事業主

に対して助成 

（※）ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害

者の家族に対して障害者の職場適応に関するきめ細かな

支援をする担当者 

【職場適応援助者による支援】 

① 訪問型職場適応援助者 

1日の支援時間が４時間以上の日 １万６千円 

1日の支援時間が４時間未満の日 ８千円 

※助成対象期間は、１年８か月（精神障害者は２年８か月）が上限 

②企業在籍型職場適応援助者 

１人あたり月額８万円（中小企業以外月額６万円） 

短時間労働者は、月額４万円（中小企業以外月額３万円） 

※助成対象期間は、６か月が上限 

【職場適応援助者養成研修】 

訪問型職場適応援助者養成研修の受講料の１／２ 

Ⅲ 障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース 

 障害のある労働者または反復・継続して治療が必要と
なる傷病を負った労働者の雇用維持を図るため、労働者
の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるた
めの制度を導入する事業主に対して助成 

【制度整備助成】10万円 

10 障害者職業能力開発助成金 【労働局職業安定部職業対策課】 

 障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練
事業を行う事業主等に対して助成 

【施設設置費】 支給対象費用の３／４ 

【運営費】     支給対象費用の３／４（重度障害者等は４／５） 

11 障害者作業施設設置等助成金 【高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部】 

 雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、そ
の障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業
施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成 

支給対象費用の２／３ 

12 障害者福祉施設設置等助成金 【高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部】 

 継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の
増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主ま
たは当該事業主が加入している事業主団体に対して助成 

支給対象費用の１／３ 

13 障害者介助等助成金 【高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部】 

 

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、そ
の障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必
要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象に助
成 

【職場介助者の配置または委嘱】 

支給対象費用の３／４ 

【職場介助者の配置または委嘱の継続措置】 

支給対象費用の２／３ 

【手話通訳担当者の委嘱】 

委嘱１回あたりの費用の３／４ 

14 重度障害者等通勤対策助成金 【高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部】 

 雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、そ
の障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を
行う事業主に対して助成 

支給対象費用の３／４ 

15 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 【高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部】 

 重度障害者を多数雇用（※）し、これらの障害者のために
事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成 

（※）重度障害者を１年以上の期間、10 人以上継続雇用し、継続雇用して

いる労働者数に占める重度障害者の割合が 20％以上であること 

支給対象費用の２／３（特例の場合３／４） 
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16 職場定着支援助成金 【労働局職業安定部職業対策課】 

 Ⅰ 雇用管理制度助成コース 

 
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、短時間正社員化制度）の導入を通
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 

【制度導入助成】 各 10万円 
①評価･処遇制度 ②研修制度 ③健康づくり制度 
④メンター制度 ⑤短時間正社員制度（保育事業主のみ） 

【目標達成助成(※)】 57万円<72万円> 

※一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給 

Ⅱ 介護福祉機器助成コース 

 介護労働者の身体的負担を軽減するため、新たな介
護福祉機器の導入等を通じて従業員の離職率の低下に
取り組む介護事業主に対して助成 

【機器導入助成】 支給対象費用の 25%（上限 150万円） 

【目標達成助成(※)】 支給対象費用の 20%<35%>(上限 150万円) 

※一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給 

Ⅲ 保育労働者雇用管理制度助成コース 

 
賃金制度の整備を通じて従業員の離職率の低下に取

り組む保育事業主に対して助成 

【制度導入助成】 50万円 

【目標達成助成(※)】 第 1回：57万円<72万円> 

【目標達成助成(※)】 第 2回：85.5万円<108万円> 

※一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給 

Ⅳ 介護労働者雇用管理制度助成コース 

 
賃金制度の整備を通じて従業員の離職率の低下に取

り組む介護事業主に対して助成 

【制度導入助成】 50万円 

【目標達成助成(※)】 第 1回：57万円<72万円> 

【目標達成助成(※)】 第 2回：85.5万円<108万円> 

※一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給 

Ⅴ 中小企業団体助成コース 

 都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体
であって、その構成員である中小企業の人材確保や従
業員の職場定着を支援するための事業を行う事業主団
体に対して助成 

事業の実施に要した支給対象経費の２／３ 

大規模認定組合等(構成中小企業者数 500以上) 上限 1,000万円 

中規模認定組合等(同 100以上 500未満) 上限 800万円 

小規模認定組合等(同 100未満) 上限 600万円 

17 人事評価改善等助成金 【労働局職業安定部職業対策課】 

 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備す
ること通じて、生産性向上を図り、賃金アップと離職率の低
下を実現した事業主に対して助成 

【制度整備助成】 50万円 

【目標達成助成(※)】 <80万円> 
※一定期間経過後に生産性要件、賃金アップ、離職率低下目標を達成した
場合に支給 

18 建設労働者確保育成助成金 【労働局職業安定部職業対策課】 

 Ⅰ 認定訓練コース 

 

職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建
設事業主等または雇用する建設労働者に認定訓練を受
講させた中小建設事業主に対して助成 

【経費助成】 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助
成事業費補助金における補助対象経費の１／６ 

【賃金助成】 １人あたり日額 4,750円 <6,000円>  

Ⅱ 技能実習コース 

 
建設労働者に技能実習を受講させた建設事業主また

は建設事業主団体に対して助成 

【経費助成(建設事業主)】 

(20人以下の中小建設事業主) 支給対象費用の３／４ <9/10> 

(21人以上の中小建設事業主) 支給対象費用の３／５ <3/4> 

(中小建設事業主以外の建設事業主) 支給対象費用の９／２０ <3/5> 

【経費助成(建設事業主団体)】 

(中小建設事業主団体) 支給対象費用の４／５ 

（中小建設事業主団体以外の建設事業主団体） 支給対象費用の１／２ 

【賃金助成】 

(20人以下の中小建設事業主) 7,600円 <9,600円> 

(21人以上の中小建設事業主) 6,650円 <8,400円> 

Ｅ．雇用環境の整備関係等の助成金 
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Ⅲ 雇用管理制度助成コース 

 

職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)の制度
導入助成及び目標達成助成を受け、本助成コースが定
める若年者および女性の入職率に係る目標を達成した
中小建設事業主に対して助成 

【入職率に係る目標達成助成】 

第 1回 57万円 <72万円> 

第 2回 85.5万円<108万円> 

Ⅳ 登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース 

 
雇用する登録基幹技能者の賃金テーブルまたは資格

手当を増額改定した中小建設事業主に対して助成 
1人あたり年額 9.5万円 <12万円> ※最大 3年間 

Ⅴ 若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース 

 

若年者または女性を建設技能労働者等として一定期
間試行雇用を行い、トライアル雇用奨励金の支給を受け
た中小建設事業主に対して助成 

1人あたり月額最大 4万円 ※最長 3か月間 

Ⅵ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース 

 

若年者および女性の入職や定着を図ることを目的とし

た事業を行った建設事業主または建設事業主団体に対

して助成 

【建設事業主】 

(中小建設事業主団体) 支給対象費用の ３／５ <3/4> 

（中小建設事業主団体以外の建設事業主団体） 支給対象費用の ９／２０<3/5> 

【建設事業主団体】 

(中小建設事業主団体) 支給対象費用の２／３ 

（中小建設事業主団体以外の建設事業主団体） 支給対象費用の１／２ 

Ⅶ 女性専用作業施設設置助成コース 

 
自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施

設を賃借した中小建設事業主に助成 
支給対象経費の３／５ <3/4> 

19 65歳超雇用推進助成金 【高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部】 

 Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース 

 

65 歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希

望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

のいずれかの措置を実施した事業主に助成 

①65歳への定年引上げ 100万円 

②66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円 

③希望者全員を 66～69歳の年齢まで継続雇用する制度導入 60万円 

④希望者全員を 70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入 80万円 

※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合、支給額は定年
引上げを実施した際の額 

Ⅱ 高年齢者雇用環境整備支援コース 

 

高年齢者の雇用環境整備の措置(※)を実施する
事業主に対して助成 

(※)次の①②のいずれかの措置 

① 機械設備、作業方法、作業環境の導入または改善によ
る既存の職場または職務における高年齢者の雇用機会
の増大 

② 高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度
の導入または見直しおよび健康診断を実施すたるめの
制度導入 

支給対象経費の 60%<75%>(中小企業以外 45%<60%>)と 60

歳以上の雇用保険被保険者数に 28.5 万円<36 万円>を乗

じて得た額を比較して低い方の額(上限 1,000万円） 

Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース 

 
50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無

期雇用に転換した事業主に対して助成 

1人あたり 48万円<60万円> 

※中小企業以外 38万円<48万円> 

  



15 

 

 

 

 

20 両立支援等助成金 【労働局雇用環境･均等室】 

 Ⅰ 出生時両立支援コース 

 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作り

の取組を行い、男性労働者に一定期間の連続した育児

休業を取得させた事業主に一定額を助成 

 

※過去 3 年以内に男性の育児休業取得者(連続 5 日以上、中

小企業以外は連続 14日以上)が出ている事業主は対象外で

す。 

【支給額】 

最初に支給決定を受ける事業主（対象労働者 1人目） 

57万円<72万円>（中小企業以外 28.5万円<36万円>） 

2年目以降（対象労働者 2人目以降） 

14.25万円<18万円> 

【上限人数】 

1年度につき 1人まで 

Ⅱ 介護離職防止支援コース 

 仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行

い、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を

行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取

組を行った事業主に一定額を助成 

【支給額】 

介護休業の利用 

57万円<72万円>/人(中小企業以外 33万円<48万円>) 

介護制度の利用 

28.5万円<36万円>/人(中小企業以外 19万円<24万円>) 

【上限人数】 

1 事業主当たり、介護休業の利用、介護制度の利用それぞ

れについて 2人まで支給（無期雇用者 1人・有期雇用者 1 人） 

Ⅲ 育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時) 

 「育休復帰支援プラン」を策定・導入し、プランに沿って

対象労働者に育児休業を取得した場合及び当該育休取

得者が原職等に復帰した場合に一定額を助成 

【支給額】 

育休取得時：28.5万円<36万円> 

職場復帰時：28.5万円<36万円> 

育休取得者の職場支援の取組をした場合：19万円<24万円> 

【上限人数】 

1事業主当たり 2人まで支給（無期雇用者 1 人・有期雇用者 1 人） 

Ⅳ 育児休業等支援コース（代替要員確保時） 

 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を 3ヵ

月以上取得した労働者を原職等に復帰させ、復帰後 6 ヵ

月以上雇用した事業主に一定額を助成 

【支給額】 

育児休業取得者 1人当たり：47.5万円<60万円> 

※育児休業取得者が有期契約雇用者である場合：9.5万円<12万円>加算 

【支給対象期間】 

最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して 6か月

が経過する日の翌日から 5年以内 

【上限人数】 

1年度当たり延べ 10人まで 

※くるみん認定事業主は H37.3.31までの間に延べ 50人まで 

Ⅴ 再雇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、就業が可能になったときに復職でき、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一定額を助成 

 

 

 

 

 

 

 

【支給額】 

再雇用 1人目 

38万円<48万円>（中小企業以外 28.5万円<36万円>） 

再雇用 2～5人目  

28.5万円<36万円>（中小企業以外 19万円<24万円>） 

※上記の額を、継続雇用 6 か月後・継続雇用 1 年後の 2 回に分け

て半額ずつ支給 

Ｆ．仕事と家庭の両立支援関係の助成金 
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Ⅵ 事業所内保育施設コース 

 労働者のための保育施設を事業所内に設置、運営な

どを行う事業主・事業主団体にその費用の一部を助成 

平成 28年 4月 1日以降、新規設置・運営計画の認定申請の受

付を停止しています。(運営費の事後認定を除く) 

新たに事業所内保育施設の設置・運営を行う事業主は「企業

主導型保育事業(内閣府)」による助成制度の活用をご検討くだ

さい。 

問い合わせ先：公益財団法人児童育成協会両立支援事業部 

☎ 03-5766-3801 

【運営費用】（運営開始から 10年間） 

年間の 1日平均保育乳幼児 1人当たり 

年額 45万円（中小企業以外 34万円） 

上限 1,800万円（中小企業以外 1,360万円） 

【設置費・増築費】 

平成 28年 4月 1日以降、新規設置・運営計画の認定申請の

受付を停止しています。 

Ⅶ 女性活躍加速化助成金 

 女性活躍促進法に基づき、自社の女性の活躍に関す

る課題に基づいた「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、行動計

画に沿って具体的に取り組み、目標を達成した事業主に

それぞれ一定額を助成 

【加速化Ａコース】 

取組目標を達成：28.5万円<36万円>（1企業につき 1回限り） 

※常時雇用する労働者が 300人以下の事業主のみを対象 

【加速化Ｎコース】 

数値目標を達成：28.5万円<36万円>（1企業につき 1回限り） 

（女性管理職比率が基準値以上に上昇：47.5万円<60万円>） 

※常時雇用する労働者が 301 人以上の企業の場合は、数値目標を

達成した上で、女性管理職比率が基準値以上に上昇した場合のみ

助成（28.5万円<36万円>） 

21 くるみんマークの認定 【労働局雇用環境･均等室】 

 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動

計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした場合、

必要書類を添えて申請を行うことで「子育てサポート企業」と

して厚生労働大臣の認定（高知労働局長への委任）を受け

ることができます。 

認定を受けた事業主は、認定マーク「くる

みん」を商品や広告、求人広告、企業の封

筒、名刺などにつけ、子育てサポート企業で

あることをアピールすることができます。 

 

 

22 えるぼし認定 【労働局雇用環境･均等室】 

 女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画に定め

た取組の実施状況等が一定の基準を満たした場合、必要書

類を添えて申請を行うことで「女性活躍推進企業」として厚生

労働大臣の認定（高知労働局長への委任）を受けることがで

きます。 

※ 満たした基準の数によって、認定マークは変わってき

ます。 

認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」を商品や広告、

求人広告、名刺などに付け、女性活躍推進企業であることをア

ピールすることができます。 
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23 キャリアアップ助成金 【労働局職業安定部職業対策課】 

 Ⅰ 正社員化コース 

 

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事業主に対して助成 

①【有期→正規】 1人あたり 57万円 <72万円> 
 （中小企業以外 42.75万円  <54万円>） 
②【有期→無期】 1人あたり 28.5万円  <36万円> 
 （中小企業以外 21.375万円 <27万円>） 
③【無期→正規】 1人あたり 28.5万円 <36万円> 
 （中小企業以外 21.375万円 <27万円>） 

※ 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
含む 

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接雇用する場合 
①③1人あたり 28.5万円<36万円>(中小企業以外も同額)加算 

※ 支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 
1人あたり ① 95,000円 <12万円> (中小企業以外も同額)加算 
 ②③ 47,500円 < 6万円> (中小企業以外も同額)加算 

※ 勤務地･職務限定正社員制度を新たに規定した場合 
①③ 1事業所あたり 95,000万円 <12万円> (中小企業以 71,250
円<9万円>)加算 

Ⅱ 人材育成コース 

 

有期契約労働者等に対して職業訓練を行った事業主
に対して助成 

【Off-JT 賃金助成】 １時間あたり 760円 <960円> 
 （中小企業以外 475円 <600円>） 
【Off-JT 訓練経費助成】 実費助成（※１） 
※訓練時間数に応じて 1人あたり次の額を限度 
【一般職業訓練、有期実習型訓練】 

100 時間未満 10万円 （中小企業以外 7万円） 
100 時間以上 200 時間未満 20万円 （中小企業以外 15万円） 
200 時間以上 30万円 （中小企業以外 20万円） 

 (有期実習型訓練終了後に正規雇用等に転換された場合) 
100 時間未満 15万円 （中小企業以外 10万円） 
100 時間以上 200 時間未満 30万円 （中小企業以外 20万円） 
200 時間以上 50万円 （中小企業以外 30万円） 

【OJT 訓練実施助成】 １時間あたり 760円 <960円> 
（中小企業以外 665円 <840円>） 

Ⅲ 賃金規定等改定コース 

 

有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定(※)し、
昇給を図った事業主に対して助成 

 
（※）賃金規定等を 2%以上増額改定 

 

【すべての有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定した場
合】 

1～3人 95,000円<12万円> (中小企業以外 71.250円<9万円>) 
4～6人 19万円<24 万円> (中小企業以外14.25万円<18万円>) 
7～10人 28.5万円<36万円> (中小企業以外 19万円<24万円>) 
11～100人 1人あたり 28,500円<36,000円> 
 (中小企業以外 19,000円<24,000円>) 

【一部の賃金規定等を増額改定した場合】 
1～3人 47,500円<6万円>(中小企業以外 33,250円<4.2万円>) 
4～6人 95,000円<12万円>(中小企業以外 71,250円<9万円>) 
7～10人 14,250円<18万円>(中小企業以外 95,000円<12万円>) 
11～100人 1人あたり 14,250円<18,000円> 
  (中小企業以外 9,500円<12,000万円>) 

※中小企業において 3%以上増額改定を行った場合 
・すべての賃金規定等改定 1人あたり 14,250円<18,000円>加算 
・一部の賃金規定等改定 1人あたり 7,600円<9,600円>加算 

※職務評価を活用して処遇改善を行った場合 
1事業所 19万円<24万円>(中小企業以外 14.25万円<18万円>加算 

Ⅳ 健康診断制度コース 

 有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」
を新たに規定・実施(※)した事業主に対して助成 
※有期契約労働者の 4人以上に実施 

1事業所あたり 38万円<48万円> 
(中小企業以外 28.5万円<36万円>) 

Ｇ．キャリアアップ・人材育成関係の助成金 
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Ⅴ 賃金規定等共通化コース 

 有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金
規定等を新たに規定・適用した事業主 

1事業所あたり 57万円<72万円> 
 (中小企業以外 42.75万円<54万円>) 

Ⅵ 諸手当制度共通化コース 

 有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手
当制度を新たに規定・適用した事業主に助成 

1事業所あたり 38万円<48万円> 
(中小企業以外 28.5万円<36万円>) 

Ⅶ 選択的適用拡大導入時処遇改善コース 

 

500 人以下の企業で短時間労働者の社会保険の適用
拡大を導入する際に、有期契約労働者等の賃金を引き
上げを実施した事業主に助成 

賃金引き上げに応じて 1人あたり 
3%以上：19,000円<24,000 円>  (中小企業以外 14,250円 <18,000円>) 
5%以上：38,000円<48,000 円>  (中小企業以外 28,500円 <36,000円>) 
7%以上：47,500円<60,000 円> (中小企業以外 33,250円 <42,000円>) 

10%以上：76,000円<96,000 円> (中小企業以外 57,000円 <72,000円>) 
14%以上：95,000円<12万円> (中小企業以外 71,250円 <90,000円>) 

Ⅷ 短時間労働者労働時間延長コース 

 

短時間労働者の週所定労働時間を延長し、社会保険
を適用した事業主に対して助成 

【週所定労働時間 5時間以上延長した場合】 
１人あたり 19万円<24万円>（中小企業以外 14.25万円<18万円>） 
 
【上記Ⅲ賃金規定等改定コースまたはⅦ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 1時間以上 5時間未満延長した場合】 

1時間以上 2時間未満：1人当たり 38,000円 <48,000円> 
 (中小企業以外 28,500円 <36000円>) 
2時間以上 3時間未満：1人当たり 76,000円 <96,000円>  
 (中小企業以外 57,000円 <72,000円>) 
3時間以上 4時間未満：1人当たり 11.4万円 <14.,4万円> 
 (中小企業以外 85,500円 <10.8万円>) 
4時間以上 5時間未満：1人当たり 15.2万円 <19.2万円> 
 (中小企業以外 11.4万円 <14.,4万円>) 

24 人材開発支援助成金(旧 キャリア形成促進助成金) 【労働局職業安定部訓練室】 

 Ⅰ 特定訓練コース 

 

OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する
訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い
10時間以上の訓練について助成 

賃金助成 １時間あたり 760円<960円> 
 （中小企業以外 380円<480円>） 
訓練経費助成 実費相当額 45％<60％> 
 (中小企業以外 30％<45％>） 
※ 以下に該当する場合は、経費助成率を 30％→45％、45％→60％、60％
→75％へ引上げ(ただし複数該当する場合いずれか 1つを選択) 
・ 認定実習併用職業訓練において、建設業、製造業、情報通信業その
他高度で実践的な訓練の必要性の高い分野(特定分野)の場合 

・ 若者雇用促進法に基づく認定事業主(訓練計画提出時までに認定さ
れている場合に限定します) 

・ セルフ･キャリアドック制度導入企業(訓練計画提出時までに就業規則
または労働協約に制度を規定し労働基準監督署へ提出している必要
があります。 

OJT実施助成 1時間あたり 665円<840円> 
 (中小企業以外 380円<480円>) 

Ⅱ 一般訓練コース 

 特定訓練コース以外の 20時間以上の訓練に対して助
成 

賃金助成 １時間あたり 380円<480円> 
訓練経費助成 実費相当額の 30％<45％> 

Ⅲ キャリア形成支援制度導入コース 

 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、実施した事業主に対して助成 

制度導入助成 47.5万円<60万円> 

Ⅳ 職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
制度を導入し、実施した場合に助成 

制度導入助成 47.5万円<60万円> 
※ 業界検定制度は経費助成 2/3 

25 職場適応訓練費 【労働局職業安定部訓練室】 

 

都道府県労働局の委託を受けて行う職場適応訓練 

一般の職場適応訓練費（月額） 
２万４千円(重度の障害者以外) ２万５千円(重度の障害者) 

短期の職場適応訓練費（日額） 
960円(重度の障害者以外) 1,000円(重度の障害者) 

（注） ・職場適応訓練費は、雇用関係助成金とは異なりますが、事業主拠出の雇用保険二事業を財源とする制度です。 
・実費相当額に対する助成金には金額等の上限が定められています。
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26 職場意識改善助成金 

 Ⅰ 職場環境改善コース 【労働局雇用環境･均等室】 

 雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日

数が 13 日以下であって、月間平均所定外労働時間数

が 10 時間以上であり、労働時間等の設定の改善によ

り、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促

進を図る事業主に対して、その取り組みに要した費用

の一部を助成 

 

【成果目標】 

・年次有給休暇の平均取得日数を 4日以上増加 

・月間平均所定外労働時間を 5時間以上削減 

 

 

 

 

 

【締切】平成 29年 10月 16日 

成果目標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支給（対象費用の合計額×補助率） 

上限：100万円（対象経費①②の合計） 

 

【対象経費①】（労働時間等の設定改善に係る経費） 

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品

費、機械装置等購入費、委託費 

【補助率・支給額】 

成果目標二つとも達成 3/4（上限 100万円） 

どちらか一方を達成 5/8（上限 83万円） 

どちらも未達成 1/2（上限 67万円） 

 

【対象経費②】 

労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新に係る経費 

【補助率】 

成果目標二つとも達成 3/4（上限 100万円） 

Ⅱ 所定労働時間短縮コース 【労働局雇用環境･均等室】 

 労働時間の設定の改善により、所定労働時間の短

縮を図る事業主に対して、その取り組みに要した費用

の一部を助成 

【成果目標】 

週 44時間の特例措置対象事業場で、かつ、所定労

働時間が週 40時間を超え 44時間以下の事業場が、

週所定労働時間を 2時間以上短縮して、40時間以下

とすること。 

 

【締切】平成 29年 12月 15日 

成果目標達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要し

た経費の一部を支給（対象費用の合計額×補助率） 

 

【対象経費】 

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品

費、機械装置等購入費、委託費 

【補助率・支給額】 

3/4（上限 50万円） 

Ⅲ 時間外労働上限設定コース 【労働局雇用環境･均等室】 

 労働時間の設定の改善により、時間外労働の上限

設定に取り組む事業主に対して、その取り組みに要し

た費用の一部を助成 

【成果目標】 

労働基準法第 36条第 1項の規定によって延長した

労働時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を

行う。 

 

【締切】平成 29年 12月 15日 

成果目標達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要し

た経費の一部を支給（対象費用の合計額×補助率） 

 

【対象経費】 

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品

費、機械装置等購入費、委託費 

 

【補助率・支給額】 

3/4（上限 50万円） 

Ⅳ 勤務間インターバル導入コース 【労働局雇用環境･均等室】 

 労働時間の設定の改善により、勤務間インターバル

の導入に取り組む事業所に対して、その取り組みに要

した費用の一部を助成 

 
【成果目標】 

休息時間数が９時間以上のインターバル制度の新

規導入、適用範囲の拡大、又は時間延長を行う。 

 

 

 

 

 

【締切】平成 29年 12月 15日 

成果目標を達成した場合に、支給対象となる取り組みに要した

経費の一部を支給（対象費用の合計額×補助率） 

 
【対象経費】 

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品

費、機械装置等購入費、委託費 

 

【補助率・支給額】 

新規導入：９時間以上１１時間未満：3/4（上限 40万円） 

 １１時間以上：3/4（上限 50万円） 

適用範囲の拡大・時間延長のみ 

９時間以上１１時間未満：3/4（上限 20万円） 

１１時間以上：3/4（上限 25万円） 

Ｈ．労働時間・賃金、安全と健康確保の助成金 
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Ⅴ テレワークコース 【テレワーク相談センター】 

 労働時間の設定の改善及び仕事と生活の調和の推

進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業す

るテレワークに取り組む事業主に対して、その取り組み

に要した費用の一部を助成 

【成果目標】 

・評価期間中に 1 回以上対象労働者全員に、在宅又は

サテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施

させる 

・評価期間中において、対象労働者が、在宅又はサテ

ライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施した

日数の週間平均を、1日以上とする。 

・年次有給休暇を前年と比較して年間 4 日以上増加さ

せる、又は所定外労働時間数を前年と比較して月平

均 5時間以上削減させる。 

 

【締切】平成 29年 12月 1日 

成果目標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支給（対象費用の合計額×補助率） 

 

【対象経費】 

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品

費、機械装置等購入費、委託費 

 

【補助率・支給額】 

目標達成 3/4（上限 15万円/1人、150万円/1企業） 

未達成 1/2（上限 10万円/1人、100万円/1企業） 

※1事業主あたり２回まで支給可能 

 

【テレワーク相談センター】 

東京都千代田区神田駿河台 1-8-11  

東京 YWCA会館 3階 

☎:0120-91-6479 URL:http://www.tw-sodan.jp/ 

27 業務改善助成金 【労働局雇用環境･均等室】 

  事業場内の最も低い賃金（事業所内最低賃金）引き上

げを図るために、生産性向上のための設備投資を行い、

事業所内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設

備投資にかかった費用の一部を助成 

※ 事業所内最低賃金は、当該事業所において雇入れ後 6 ヵ月を

経過していることが要件となります。 

 

事業場内の労働者の最低賃金が、 

・時給額 750円未満の事業場であり、事業場内最低賃金

を 30円以上の引き上げを行う場合 

・時間額 800円未満の事業場であり、事業場内最低賃金

を 40円以上の引き上げを行う場合 

・時間額 1,000円未満の事業場であり、事業場内最低賃

金を 60円以上の引き上げを行う場合 

・時間額 800円以上 1,000円未満の事業場であり、事業

場内最低賃金を 90 円以上又は 120 円以上の引き上げ

を行う場合 

 

【支給要件】 

１賃金引上計画を作成し、申請後に賃金引き上げを行う

こと（就業規則に規定） 

＊引き上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になるこ

とが必要 

２引き上げ後の賃金支払い実績 

３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、費用を支払う 

４解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと 

等 

 

【支給額(上限)】 

・ 事業場内最低賃金引上げ額３０円以上 

助成の上限額：５０万円 

・ 事業場内最低賃金引上げ額４０円以上 

助成の上限額：７０万円 

・ 事業場内最低賃金引上げ額６０円以上 

助成の上限額：１００万円 

・ 事業場内最低賃金引上げ額９０円以上 

助成の上限額：１５０万円 

・ 事業場内最低賃金引上げ額１２０円以上 

助成の上限額：２００万円 

 

【助成率】 

 7/10<3/4>（常時使用する労働者の数が企業全体で 30 人以下

の事業場は 3/4<4/5>） 

 

＊単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経

費、通常の事業活動に伴う経費は対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

「最低賃金ワン・ストップ無料相談窓口」（高知県最低賃金相談

支援センター）にて、当助成金に関する相談、申請手続きの支援

を行っています。（P22）  

28 受動喫煙防止対策助成金 【労働局労働基準部健康安全課，雇用環境･均等室】 

 中小企業事業主が喫煙室以外での喫煙を防止するため

に、喫煙室などを設置する等の取組に対して助成 

 

【助成対象】 

① 一定の基準を満たす喫煙室の設置･改修 

② 一定の基準を満たす屋外喫煙所(閉鎖系)の設置･改

修 

③ 一定の基準を満たす換気装置の設置など(③は宿泊

業･飲食店のみ) 

 

【支給額】 

・ 喫煙室の設置などにかかる経費のうち、工賃、設備費、備

品費、機械装置費などの 1/2(助成の上限額 200万円) 

・ 喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額 

 左記①②は 60 万円/㎡、③は 40 万円/㎡として計算した

額の 1/2(助成の上限額 200万円) 
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29 退職金共済制度に係る新規加入等掛け金助成 【労働局雇用環境･均等室】 

 新しく中小企業退職金共済制度に加入する事業主や、

掛金月額を増額する事業主に掛け金の一部を国が助成 

 

※中小企業退職金共済制度については、「相談・コンサルティン

グ一覧」の「5 勤労者福祉対策のⅡ中小企業退職金共済制

度」（Ｐ24）を参照してください。 

1 中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び月

額変更掛金助成 

・ 新規加入：掛金月額の 1/2(上限 5,000 円/1 人)を加入 4 か

月目から 1年間 

＊短時間労働者の特例掛金月額（2,000 円、3,000 円、4,000 円）には

掛金金額の 1/2の額+それぞれ 300円、400円、500円を上乗せ 

・ 月額変更：増額分の 1/3 を増額月から 1 年間(掛金月額

18,000円以下) ＊留意事項あり 

2 建設業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成 

・ 新規加入：初回交付の共済手帳の 50日分 

(現在の掛金日額は 310円) 

3 清酒製造業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成 

・ 新規加入：初回交付の共済手帳の 60日分 

(現在の掛金日額は 300円) 

4 林業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成 

・ 新規加入：初回交付の共済手帳の 62日分 

(現在の掛金日額は 470円) 

30 「ストレスチェック」実施促進のための助成金 【高知産業保健総合支援センター】 

 従業員数 50 人未満の事業場で、医師・保健師などによ

るストレスチェック（※）を実施し、医師によるストレスチェッ

ク後の面接指導など（※）を実施した場合に費用を助成。 

 

（※）「ストレスチェック」と「面接指導の実施」は、労働安全衛生法

第 66 条の 10 第 1 項から第 6 項に規定する「心理的な負担

の程度を把握するための検査」などのことをいいます。 

 

助成金の支給には、次の 5 つの要件を満たしていることが必

要です。 

① 労働保険の適用事業場であること。 

② 派遣労働者を含めて常時 50人未満の事業場であること。 

③ ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっているこ

と。(登録後 3か月以内に支給申請まで終了できる実施時期

となっていること) 

④ 事業者が産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医

活動の全部又は一部を行わせること。 

⑤ ストレスチェックの実施及び面接等を行う者は、自社の使

用者･労働者以外の者であること。 

【助成対象・助成額】 

① ストレスチェック(年 1回)を行った場合、1労働者につき 500

円を上限として、その実費額を支給 

② ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた

場合、1 事業場あたり産業医 1回の活動につき 21,500 円を

上限として、その実費額を支給。 

（支給対象とする産業医の活動は 1事業場につき年 3回を限度） 

31 職場環境改善計画助成金 【高知産業保健総合支援センター】 

 ストレスチェック実施後の集団分析を踏まえ 

【A コース】 

専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成･実

施した場合に指導費用及び機器･設備購入費の実費を助

成 

【B コース】 

メンタルヘルス対策促進員の助言･支援(訪問 3 回まで)

を受け、職場環境改善計画を作成･実施した場合に、機

器･設備購入費の実費を助成 

 

【A コース】 

10 万円を上限、うち機器･設備購入費は 5 万円を上限かつ

単価 5万円以内のもので将来にわたり 1回限り。 

 

【B コース】 

5 万円を上限かつ単価 5 万円以内のもので将来にわたり 1

回限り。 

32 小規模事業場産業医活動助成金 【高知産業保健総合支援センター】 

 労働者数 50 人未満の事業場が産業医の要件を備えた

医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴

取、保健指導等、産業医活動の全部または一部を実施す

る契約をした場合に実費を助成 

6 ヵ月当たり 10万円を上限 

※ 一事業場につき将来にわたって 2回の支給に限る。 

33 心の健康づくり計画助成金 【高知産業保健総合支援センター】 

 メンタルヘルス対策促進員の助言･支援(訪問 3 回まで)

を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含

む。)を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施し

た場合に助成 

一律 10万円 

※ 一企業につき将来にわたって 1回の支給に限る。 
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１ 労働時間・年次有給休暇 

 Ⅰ 「働き方・休み方改善コンサルタント」による相談支援 【労働局雇用環境･均等室】 

 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のための
方策や、労働時間制度などに関するアドバイスを専門に
行うコンサルタントが、事業主のご希望に応じて個別に
事業場を訪問し、労働時間などの設定改善に向けたアド
バイスや各種資料提供を行う。（無料） 

労務担当者が抱える悩みに「コンサルタント」が答えます。 
・社員の健康を考え、恒常的に長い時間外労働を削減したい。 
・労働時間管理の具体的な手法を知りたい。 
・年次有給休暇の取得率を上げたい。計画的に付与したい。 
・その他、労働時間、休日等の働き方のルールについて相談し
たい。 

Ⅱ 「医療労務管理支援事業」による支援 【問合せ先：高知県医療勤務環境改善支援センター】 

 勤務環境改善に取り組む医療機関に、勤務環境改善
マネジメントシステムの導入に向けた取組の支援や、労
務管理や医療経営に関する相談に対応します。また、研
修会の開催や勤務環境改善に役立つ情報提供も行って
います。（無料） 

【高知県医療勤務環境改善支援センター】 
 開設日：月～金 （祝日を除く） 
 開設時間：8：30～17：15 
 ☎088-822-9910 メール kinmukankyoukaizen@kochi-mrr.or.jp 

２ 賃金 

 Ⅰ ｢最低賃金ワン・ストップ無料相談窓口｣による支援 【問合せ先：高知県最低賃金総合相談支援センター】 

 労働条件管理や経営課題など、中小企業事業主が抱
えるさまざまな経営･労務管理の課題を明らかにし、問題
解決を図るために、社会保険労務士が無料で相談に応
じます。また、専門家の派遣による出張相談も行ってい
ます。 
最低賃金の引上げを支援する「業務改善助成金」

（P20）の相談･申請手続きの支援も対応します。 

【高知県最低賃金総合相談支援センター】 
開設日：月～金 (祝日を除く) 
開設時間：9:00～17:00 
☎0120-321-116  メール sr-soudan@triton.ocn.ne.jp 

【出張相談所】 
四万十市社会福祉センター内 
開設日：第 2・第 4火曜日(祝日を除く) 
開設時間：9:00～17:00 

３ 労働者の安全と健康確保対策（労働災害防止対策） 【労働局労働基準部健康安全課】 

 Ⅰ 健康で安心して働ける職場づくり支援【高知産業保健総合支援センター、地域産業保健センター（地域窓口）】 

 ○ 高知産業保健支援センターの支援内容（無料） 
１ メンタルヘルス対策支援 
・ メンタルヘルス研修 
・ セルフケア研修 
・ 「心の健康づくり計画」、「職場復帰プログラム」の
作成支援 

・ 個別相談対応、個別訪問 
２ 相談業務 
・ 精神科医、産業カウンセラー、保健師、労働衛生
コンサルタント、法律（行政経験者）などが専門分
野に応じた相談に面談・電話・メールなどで受付。 

３ 研修会の開催 
・ 医師、精神科医、大学等研究者、弁護士、行政職
員、保健師、産業カウンセラーなど専門家を招い
て年間 40回程度研修会を開催。 

○ 地域産業保健センター（地域窓口）の支援内容（無料） 
１ 健康相談窓口の開設 
・ 健康診断の結果、有所見者に対する医師からの
意見聴取（法定義務） 

２ 長時間労働者及びストレスチェックに係る高ストレ
ス者への医師による面接指導の相談 
・ 長時間労働及びストレスチェックの結果高ストレス
であるとされた者に対する医師による面接指導
（法定義務を含めて対応） 

３ 個別訪問による産業保健指導の実施 
・ 産業医・保健師の個別訪問による保健指導（法定
努力義務） 

・メンタルヘルス研修では、パワハラの防止、不調者を出さない
ための配慮、早期発見のための注意点、ラインケアの方法な
ど管理監督者向け研修及び自身のストレスに気づき、和らげ
る方法など労働者向け研修を開催しています。 
また、心の健康計画づくりなど体制整備や不調者、産業

医、主治医への関わり方などを助言しています。（メンヘル対
策促進員による訪問支援） 

 
・相談業務では、メンタルや発達障害などの症状や対応方法、
健康管理、有機溶剤や粉じん等の作業・環境管理、法律解釈
などの相談を受け付けています。 （面談の場合は事前の予
約が必要です。） 

 
・研修会の内容はメンタルヘルス、発達障害、適応障害などの
知識、食や歯など健康教育の知識や手法、行政指針、法律解
釈、コミュニケーション技術など企業の産業保健活動の参考
にしていただくものです。 
 
・高知県内に地域窓口として①高知、②須崎、③中村、④安芸・
香美の４箇所に「地域産業保健センター」を設置しており、労
働者 50 人未満の事業場を対象として法律に定められた事項
について無料でサービスを提供しています。 

Ａ．労働時間・年次有給休暇・賃金・安全と健康確保対策 

相談・コンサルティング一覧 
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４ 非正規労働者の待遇改善 【高知非正規雇用労働者待遇改善支援センター】 

  働き方改革実現会議において示された、｢同一労働同一賃
金ガイドライン｣案等を参考とした、企業における非正規雇用
で働く方の待遇改善を支援するため、｢非正規雇用労働者待
遇改善支援センター｣を設置しています。 

 賃金制度や就業規則等の作り方･見直し方などについて、労
務管理などの専門家による電話相談などを無料で行っていま
す。 

 

 

 

５ 労災保険制度 【労働局労働基準部労災補償課】 

 Ⅰ 労災保険の特別加入制度 【各労働基準監督署】 

 労災保険は本来労働者の業務または通勤による災害

に対して保険給付を行う制度ですが、その業務の実情、

災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護

する必要が適当であると認められる一定の人には特別

に任意加入を認めています。（特別加入制度） 

【加入の一般的要件】（企業規模により一定の制限あり） 

中小企業事業主が特別加入するためには 

①雇用する労働者について保険関係が成立していること。 

②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している

こと。 

の二つの要件を満たし、労働局長の承認を受けること。 

Ⅱ 二次健康診断等給付 【労働局労働基準部労災補償課】 

 安全衛生法に基づいて行われる職場の定期健康診断

等で血圧、血中脂質、血糖、腹囲の検査又は肥満度（Ｂ

ＭＩ）の全てに異常の所見が認められた場合 

①脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診

断 

②脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健

指導を無料で受診することができます。 

（一次健康診断等で医師より脳、心臓疾患の病状を有すると診

断された場合や特別加入者については対象となりません。） 

【二次健康診断内容】 

・空腹時血中脂質検査、空腹時の血糖値の検査 

・ヘモグロビンＡ１c検査 

・負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査） 

・頸部超音波検査（頸部エコー検査） 

・微量アルブミン尿検査 

６ 勤労者福祉対策 【勤労者退職金共済機構】 

 Ⅰ 勤労者財産形成促進制度 【勤労者退職金共済機構】 

 勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者が退職後の

生活の安定、住宅の取得、その他財産形成を目的として

貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する制度です。 

 

財形貯蓄制度、財形持家融資制度、財形給付金・基

金制度などの制度があります。 

【財形貯蓄制度】 

使途を限定しない一般財形貯蓄、60 歳以降の年金支払いを

目的とする財形年金貯蓄、住宅の取得、増改築等を目的とする

財形住宅貯蓄、の3種類があり、利子等に対する非課税措置や

財形持家融資を利用できるなどのメリットがあります。 

【事務代行制度】 

中小企業の事業主が、財形貯蓄に係る事務を、構成員となっ

ている法人である事業主団体に委託することができます。 

【財形給付金・基金制度】 

財形貯蓄を行っている勤労者のために事業主が金銭を拠出

し、一定期間運用後に勤労者にその元利合計である財形（基

金）給付金を支払うものです。 

【財形持ち家融資制度】 

自ら住宅を建設、購入、改良しようとする勤労者に対し、独立

行政法人勤労者退職金共済機構が、必要な資金の貸し付け

（財形貯蓄残高の 10 倍に相当する額（4,000 万円を限度）の範

囲内）を行っています。 

Ｂ．労災保険制度、勤労者福祉対策 
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Ⅱ 中小企業退職金共済制度 【勤労者退職金共済機構】 

 中小企業で働く従業員の福祉の増進と中小企業の振

興に寄与することを目的として、独力では退職金制度を

設けることが困難な中小企業者について、事業主の相互

共済の仕組みと国の援助によって設けられているもので

す。 

【一般の中小企業退職金共済制度】 

中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構と従業

員ごとに退職金共済契約を結び、各人について毎月一定額

（5,000 円（短時間労働者は 2,000 円）から 3 万円までの間で掛

金月額を選択できます）の掛金を納付することにより、従業員が

退職した場合に、所定の金額（掛金金額と掛金納付月数に応じ

た金額）の退職金が、機構から直接その従業員に対し支払われ

るものです。 

【特定業種退職金共済制度】 

厚生労働大臣が指定する業種（現在は、建設業、清酒製造

業及び林業が指定されています）の中小企業者が期間を定め

て雇用する労働者（期間雇用者）を対象として、機構と特定業種

退職金共済契約を結びその期間雇用者の退職金共済手帳に

雇用日数に応じて所定の日額（建設業は 310円、清酒製造業は

300円、林業は 470円）の共済証紙を貼付することによって掛け

金を納付することにより、その期間雇用者がその業界から退職

した場合等に、所定の金額（掛金金額と掛金納付月数に応じた

金額）の退職金が、機構から労働者に対して支払われるもので

す。 

※ 掛金については、全額事業主の損金または必要経費とさ

れ、また、退職金を一時金で受け取る場合には退職所得控除

が認められるなど、税法上の優遇制度が講じられているほか、

掛金助成制度があります。（助成制度は助成金の「28退職金共

済制度に係る新規加入等掛け金助成」（Ｐ21）を参照のこと） 

 

 

 

７ 高年齢者雇用アドバイザー 【高齢・障害・求職者雇用支援機構 高知支部】 

 Ⅰ 相談・助言サービス 

 高年齢者の継続雇用に必要な雇用環境の整備に関

する相談・助言を行っています。【無料】 

高年齢者雇用アドバイザーとは 

・企業の人事労務管理等の諸問題の解決に取り組んだ

ことのある人事労務管理担当経験者 

・経営コンサルタント、社会保険労務士、中小企業診断

士など 

・定年年長を含む継続雇用に伴う人事管理制度の整備に関す

ること 

・継続雇用に伴う賃金・退職金制度の整備に関すること 

・継続雇用に伴う職場改善・職域開発に関すること 

・継続雇用に伴う能力開発に関すること 

・継続雇用に伴う健康管理に関すること 

・その他、高年齢者の雇用問題に関すること 

Ⅱ 企画立案サービス 

 希望される事業主の方には、高年齢者雇用アドバイザ

ーが企画立案書を作成し、高年齢者の継続雇用のため

の条件整備をお手伝いします。また、中高齢従業員の就

業意識の向上等を支援するために、事業主の要望にあ

った研修プランをご提案し研修を行います。【有料】 

・人事管理制度、賃金、退職金制度に関すること 

・職務再設計、職場改善に関すること 

・能力開発に関すること 

・健康管理に関すること 

・その他、高年齢者雇用問題の解決に関すること 

Ｃ．高年齢者・障害者対策 
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８ 地域障害者職業センター 【高知障害者職業センター】 

 Ⅰ 雇用支援・相談 

 障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上

の課題を分析し、事業主支援計画を作成し、雇用管理に

関する専門的な助言、援助を行います。 

【無料】 

・障害者の雇い入れにあたって、職域の拡大に関すること 

・賃金体系や就業規則に関すること 

・採用後の処遇、昇進昇格などの制度に関すること 

・設備や健康管理において配慮すべきことに関すること 

・特例子会社の設立に関すること 

Ⅱ 精神障害のある方の雇用支援 

 精神障害のある方を雇用しようとするまたは雇用して

いる事業主の方に対して、主治医との連携の下で、雇用

促進、職場復帰、雇用継続のための専門的支援を行い

ます。 

【無料】 

【雇用促進支援】 

精神障害のある方を雇用のための準備 

・採用計画等を含む雇用管理に関する助言・援助 

・職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援 

【職場復帰支援】 

休職中の精神障害のある方の職場復帰の取組 

・職場復帰のコーディネート 

・リワーク支援 

【雇用継続支援】 

精神障害のある方の作業能率 

・職場適応の状況に応じた助言・援助 

・職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援 

Ⅲ 雇用管理サポート事業 

 医学・工学・労務管理の専門家が、地域障害者職業セ

ンターと連携し、医学的ケア、職場の施設設備の改善、

労働条件整備のための具体的なサポートを行います。 

【無料】 

地域障害者職業センターを利用する事業主に対して、雇用継

続に向けた社員の健康管理、職場内のバリアフリー化、賃金や

勤務時間等の設定等高度で専門的なアドバイスや支援を必要

とする場合 

９ 障害者就業・生活支援センター事業 【各障害者就業・生活支援センター】 

 県下全福祉圏域（5 箇所）に障害者就業・生活支援センタ

ーを設置し、障害者の身近な地域において、就業面と生活

面の一体的な相談・支援を行います。 

【就業面での支援】 

障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理につ

いての事業所に対する助言 

【生活面での支援】 

日常生活の形成、健康管理、金銭管理等雇用している障害

者への生活支援を行います。 

 

 

 

10 出向・移籍支援（情報提供・相談・あっせんサービス） 【産業雇用安定センター高知事務所】 

 企業間の出向・移籍を全国ネットでお手伝いします。人材

移動に関する様々な情報提供、きめ細やかな相談、アドバ

イスを行っています。 

◆人材情報は多様な方法で収集しています。 

◆出向・移籍に関するきめ細やかな相談 

◆人材を受け入れまたは送り出す企業から人材情報の登録

をしていただきます。 

◆企業間の話し合いが円滑に行われるよう経験豊かなスタ

ッフがアドバイスを行っています。 

◆受け入れ企業及び送り出し企業に対し最適な人材情報の

提供・紹介をしています。 

◆出向・移籍対象者に対するキャリア・カウンセリング、職

業訓練などを行っています。 

 

Ｄ．出向・移籍 
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11 雇用促進税制 【各ハローワーク】 

 適用年度中（※1）に雇用保険一般被保険者数を 5人以上

（中小企業は 2人以上）かつ 10％以上増加させるなど、一定

の要件を満たした事業主が、法人税（個人事業主の場合は

所得税）の税額控除（※2）の適用が受けられる制度 

※1 平成 30 年 3 月 31 日までの期間内に始まる各事業年

度 

※2 当期の法人税額の 10％（中小企業は 20％）が限度 

◆同意雇用開発促進地域における無期雇用かつフルタイム

の雇用者数増加 1人あたり 40万円の税額控除が受けられ

ます。 

さらに、地方拠点強化税制における雇用促進税制の場合は 

拡充型は 1人あたり最大 60万円 

移転型は 1人あたり最大 90万円 

◆適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を 

ハローワークに提出する必要があります。 

 

※所得拡大促進税制との併用が可能となりました。 

12 雇用保険継続給付制度 【各ハローワーク】 

 Ⅰ 高年齢雇用継続給付 【各ハローワーク】 

 雇用保険の被保険者であった期間が 5 年以上である

60 歳以上 65 歳未満の一般被保険者が、原則として 60

歳以降の賃金が 60歳時点に比べて、75％未満に低下し

た状態で働く場合に支給される。 

◆支給額は 60歳以上 65歳未満の各月の賃金が 60歳時点の

賃金の 61％以下に低下した場合は、各月の賃金の 15％相

当額となり、61％超 75％未満に低下した場合には、その低下

率に応じて、各月の賃金の 15％相当額未満の額となります。 

◆支給対象期間は、被保険者が 60 歳に達した月から 65 歳に

達する月までです。 

Ⅱ 育児休業給付 【各ハローワーク】 

 一般被保険者が 1 歳（一定要件を満たせば 1 歳 2 か

月（※１）、1歳 6か月（※２））未満の子を養育するために

育児休業を取得した場合に支給されます。 

受給資格は、育児休業前の 2 年間に賃金支払基礎日

数 11日以上ある月が 12か月以上あることが必要です。

その上で、育児休業期間中の 1か月ごとに、休業開始前

の 1 か月あたりの賃金の 8 割以上の賃金が支払われて

いないこと、又就業している日数が支給単位期間ごとに

10日以下（※３）であることが要件となっています。 

 

（※1）「パパママ育休プラス制度」を利用する場合。 

（※２）保育所への入所を申し込んだにもかかわらず入所

できなかった場合等。 

（※３）就業日数が 10日を超える場合にあっては、就業し

ている時間が 80時間以下であること。 

◆支給額は支給対象期間（1 か月）あたり、原則として休業開始

時賃金日額×支給日数の 67％（育児休業の開始から 6か月

経過後は 50％）相当額となっています。 

ただし、支給単位期間中に賃金支払いがある場合で、支払

われた賃金の額が休業開始時賃金日額×支給日数の 13％

（育児休業の開始から 6か月経過後は 30％）を超えるときは、

支給額が減額され、80％以上の時は、給付金は支給されま

せん。 

 

（申請は事業主又は被保険者となっておりますが、できるだけ事

業主の方が行うようにしてください。） 

Ⅲ 介護休業給付 【各ハローワーク】 

 家族を介護するための休業をした場合に介護休業開

始日前 2年間に、賃金支払基礎日数が 11日以上ある月

が 12 か月以上ある方が対象となり、介護休業期間中の

各 1か月あたりの賃金の 80％以上の賃金が支払われて

いないこと、又就業している日数が各支給単位期間（1か

月ごとの期間）10 日以下であることの要件を満たす場合

に支給。 

 

介護休業給付の各支給対象期間（1 か月）の支給額は、原則

として休業開始時賃金日額×支給日数×67％です。 

 

（申請は事業主又は被保険者となっておりますが、できるだけ事

業主の方が行うようにしてください。） 

Ｅ．雇用保険制度 
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13 教育訓練給付金制度 【各ハローワーク】 

 働く方の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定

と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制

度です。 

教育訓練給付金には、「一般教育訓練給付金」と「専門実

践教育訓練給付金」（※１）があります。 

いずれの給付金も一定の要件を満たす雇用保険の一般

被保険者（在職者）又は一般被保険者であった方（離職者）

が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、

本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合

に相当する額（上限有り）を支給します。 

 

※受給資格の有無及び厚生労働大臣が指定する教育訓練

講座、受給申請については受講を希望する本人から住所を

管轄するハローワークまでお問い合わせください。 

 

名 称 一般教育訓練 専門実践教育訓練 

対象者 

雇用保険に一般被保険

者として原則３年以上加

入（ただし当分の間、初

めて支給を受ける場合は

1年） 

雇用保険に一般被保険

者として原則10年以上加

入（ただし当分の間、初

めて支給を受ける場合は

２年） 

給付率 

（上限額） 

自ら支払った費用の

20％（10万円まで） 

自ら支払った費用の 40％

（1年間に 32万円まで） 

資格等を取得し、かつ終

了後1年以内に一般被保

険者として雇用された場

合、合計で最大 60％（1

年間に 48万円まで） 

申請方法 講座修了後に支給申請 

キャリア･コンサルティン

グを受けたうえで、受講

開始日の１ヶ月前までに

手続きが必要。支給申請

は 6か月ごと。 

 

 

 

 

14 求人募集サービス 【各ハローワーク】 

 ハローワークに求人を申込みいただければ、無料で様々

なサービスを行っております。新たに労働者の採用をお考え

の事業主に皆様、是非お気軽にご相談ください。 

全国のハローワーク内にある「求人情報提供端末」や「ハ

ローワークインターネットサービス」などにより、多くの仕事を

お探しの方に求人を公開することができます。また、求人情

報誌の配付や個別案内などにより、求職者の方に広く情報

提供を行っています。そのうえで、応募希望される求職者を

ハローワークからご紹介させていただきます。さらに、事業

主のご希望の多い面接会など各種イベントも実施しておりま

す。平成 26 年 9 月より、事業主のご希望により求人情報を

職業紹介事業を行う地方自治体や民間職業紹介事業者

に、オンラインにより情報提供するサービスも実施しておりま

す。 

 

◆情報端末 

ハローワーク内に設置されたタッチパネル式のパソコン

です。簡単な操作で希望の条件の求人を検索することが

できます。 

◆求人情報誌 

各ハローワークで作成する「求人情報誌」に掲載し、ハロー

ワーク内外で広く求職者の方に情報提供します。 

◆ハローワークインターネットサービス 

ご希望に応じて、求人検索サイトとしてのインターネットサイ

トで求人を公開します。 

◆面接会 

イベントとして面接会に参加し、一度に多くの求職者の方の

面接することが可能です。 

◆雇用情報の提供等 

各ハローワークでは職種別の求人・求職者データ（バラン

スシート）や職種別の採用時賃金の情報提供を行っておりま

す。 

◆求人条件のご相談 

適格者を採用するための求人条件の見直しなど、お気軽に

ご相談ください。 

Ｆ．求人募集・相談 
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15 女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援に関する相談 【労働局雇用環境･均等室】 

 ポジティブ・アクション（女性労働者の活躍推進）の取組

や、仕事と家庭の両立支援の取組についての相談、情報提

供を行います。 

◆ポジティブ・アクション情報ポータルサイトへの登録 

◆女性の活躍推進についての情報提供 

◆仕事と家庭の両立を進めるための一般事業主行動計画の

策定支援及び経済的支援制度の説明を行います。 

16 労働相談 【労働局、各労働基準監督署】 

 Ⅰ 総合労働相談コーナー 【労働局雇用環境･均等室、各労働基準監督署】 

 労働条件、募集、採用、いじめ、嫌がらせ等の職場環

境を含め、労働問題に関するあらゆる分野のご相談につ

いて、専門スタッフが適切なアドバイスを行います。 

また必要に応じて、他の機関をご案内し、制度等をご

紹介します。 

【相談】 労働者と事業主の間の職場におけるトラブルにつ

いてのご相談をお受けしております。 

【あっせん】 民事上の個別労働紛争について、高知紛争調

整委員会による和解を目的とした「あっせん」制度があ

ります。 

Ⅱ 男女差別、育児・介護休業制度に関するご相談 【労働局雇用環境･均等室】 

 男女差別、セクシュアルハラスメント、母性健康管理、

育児・介護休業制度等、パートタイム労働に関するご相

談について、専門スタッフが適切なアドバイスを行いま

す。 

【相談】 左記に関するご相談をお受けいたします。 

【調停】 左記に関する民事上の個別労働紛争について、高

知紛争調整委員会による和解を目的とした「調停」制度

があります。 

Ⅲ 労働条件相談ほっとライン（フリーダイヤル）０１２０－８１１－６１０（はい！ろうどう） 

 労働基準関係法令に関する問題について、専門知識

を持つ相談員が適切なアドバイスを行います。 

【受付日時】 

平日：17時～22時、土日：10時～17時(年末年始を除く) 

17 こころの耳電話相談（フリーダイヤル）０１２０－５６５－４５５ 

 メンタルヘルス不調やストレスチェック制度、過重労働に

よる健康障害の防止対策などについて、労働者の皆様やそ

の家族、企業の人事担当者の皆様からのご相談を受け付け

ています。 

【受付日時】 

月･火  １７時～２２時 

土･日  １０時～１６時 

※祝日･年末年始を除く 

18 ハローワーク求人ホットライン ０３－６８５８－８６０９(求職者専用) 

 ハローワークで公開･紹介している求人の内容が実際と違

っていた場合には、事実を確認の上、会社に対して是正指

導を行います。 

【受付時間】 

8時 30分～17時 15分(年末年始を除く) 

※通話料は利用者負担となります 

 

 

 

 

19 介護分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業 【委託先：介護労働安定センター高知支部】 

 介護分野における労働者の募集と職場定着を促進するた

め、事業主自身による職場自体の魅力アップ（＝雇用管理

改善）を図るため、「魅力ある職場づくり」に向けた取組を促

進する。 

・雇用管理改善に関する相談・支援 

雇用管理アドバイザーが必要な雇用管理制度導入のため

の相談・支援及び制度提案を行う。 

 

  

Ｇ．人材確保のための雇用管理改善 
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関係機関施設一覧 

施設名 住所・電話等 業務時間等 

高知県医療勤務環境改善支援セン

ター 

高知市丸ノ内 1丁目 2-20 

高知県庁本庁 4F 

Tel 088-822-9910 

ご利用時間 

8:30～17:15 

（土･日･祝･年末年始を除く） 

最低賃金総合相談支援センター 

高知県社会保険労務士会事務局内 

高知市桟橋通 2丁目 8-20 

モリタビル２Ｆ 

Tel 0120-321-116 

開所日 月～金 

 毎月第 2土曜 

9：00～17：00 

 出張相談所 四万十市右山五月町 8-3 

四万十市社会福祉センター研修室 

開設日 毎週火曜(祝日を除く) 

9:00～17:00 

高知非正規雇用労働者 

待遇改善支援センター 

高知県経営者協会内 

高知市本町 4-1-16 高知電気ビル別館 2F 

Tel 070-1073-4913 

開設時間：9:00～17:00 

(土･日･祝･年末年始を除く) 

高知産業保健総合支援センター 

 

高知市本町 4丁目 1-8 

高知フコク生命ビル 7Ｆ 

Tel 088-826-6155 Fax 088-826-6151 

ご利用時間：8:30～17:15 

(土･日･祝･年末年始除く) 

高知地域産業保健センター 高知市丸ノ内１丁目 7-45 

総合あんしんセンター４Ｆ 

Tel 088-821-8653（Fax兼用） 

ご利用時間：10：00～16：00 

火･木･金(祝･年末年始除く) 

須崎地域産業保健センター 須崎市東糺町 5-10 高岡郡医師会館内 

Tel 0889-42-2922（Fax兼用） 

ご利用時間：10：00～16：00 

火･水･木･金(祝･年末年始除く) 

中村地域産業保健センター 四万十市右山字明治 383-8 

幡多医師会館内 

Tel 0880-34-4643（Fax兼用） 

ご利用時間：9：00～15：00 

火･水･木(祝･年末年始除く) 

安芸・香美地域産業保健センター 安芸市庄之芝町 1-46 安芸郡医師会内 

Tel 080-9043-9002 Fax 0887-35-8206 

ご利用時間： 9：00～13：00 

月･火･水(祝･年末年始除く) 

産業雇用安定センター 

高知事務所 

高知市はりまや町 1丁目 5-1 

デンテツターミナルビル５F 

Tel 088-861-3011 Fax 088-861-3013 

ご利用時間: 9:00～17:15 

（土･日･祝･年末年始除く） 

介護労働安定センター高知支部 高知市本町 4丁目 2-52住友生命ビル９Ｆ 

Tel 088-871-6234 Fax 088-871-6248 

ご利用時間: 8:45～17:15 

（土･日･祝･年末年始除く） 

高齢・障害・求職者雇用支援機構 

高知支部 

高知市桟橋通 4－15－68 

高知職業能力開発促進センター内 

Tel 088-861-3011 Fax 088-861-3013 

ご利用時間: 8:45～17:00 

（土･日･祝･年末年始除く） 

高知障害者職業センター 高知市大津甲 770-3 

Tel 088-866-2111 Fax 088-866-0676 

ご利用時間: 8:45～17:00 

（土･日･祝･年末年始除く） 

障害者就業・生活支援センター 

ラポール 

（社福）高知県知的障害者育成会 

四万十市右山天神町 201 

Tel 0880-34-6673 

ご利用時間：9：00～17：00 

土曜(第 2･第 4)･日曜(第 1･第 3) 

（祝･年末年始除く） 

高知障害者就業・生活支援センター 

シャイン 

（社福）太陽福祉会 

高知市旭町 2-21-6 

Tel 088-822-7119 

ご利用時間：8:30～17：30 

土曜（第 2・第 4） 

（日･祝･年末年始除く） 

障害者就業・生活支援センター 

ゆうあい 

（社福）高知県知的障害者育成会 

南国市大埇乙 2305 

Tel 088-854-9111 

ご利用時間: 8:30～17:30 

（土･日･祝･年末年始除く） 

障害者就業・生活支援センター 

ポラリス 

（社福）安芸市身体障害者福祉会 

安芸市宝永町 464-1 

Tel 0887-34-3739 

ご利用時間: 8:30～17:30 

土曜日休みの場合有り 

（日･祝･年末年始除く） 

障害者就業・生活支援センター 

こうばん 

（社福）太陽福祉会 

須崎市桐間西 46 

Tel 0889-40-3988 

ご利用時間: 8:30～17:30 

（土･日･祝･年末年始除く） 
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高知労働局の組織 

 

高知労働局 
〒780－8548  高知市南金田 1番 39号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 部 総 務 課 ☎ 088（885）6021 FAX 088-885-6037 

 労働保険徴収室 ☎ 088（885）6026 FAX 088-885-6038 

 

雇用環境･均等室  ☎ 088（885）6041 FAX 088-885-6042 

 

労働基準部 監 督 課 ☎ 088（885）6022 FAX 088-885-6038 

 健 康 安 全 課 ☎ 088（885）6023 FAX 088-885-6038 

 賃 金 室 ☎ 088（885）6024 FAX 088-885-6038 

 労 災 補 償 課 ☎ 088（885）6025 FAX 088-885-6038 

 労災補償課分室 ☎ 088（820）5135 FAX 088-820-5136 

 

職業安定部 職 業 安 定 課 ☎ 088（885）6051 FAX 088-885-6064 

 職 業 対 策 課 ☎ 088（885）6052 FAX 088-885-6064 
 訓 練 室 ☎ 088（888）6600 FAX 088-885-6064 

労働基準監督署 

高 知 ☎ 088(885)6031  FAX 088-885-6036 

須 崎 ☎ 0889(42)1866  FAX 0889-42-1868 

四万十 ☎ 0880(35)3148  FAX 0880-35-5520 

安 芸 ☎ 0887(35)2128  FAX 0887-35-4019 

公共職業安定所（ハローワーク） 

高 知 ☎ 088(878)5320  FAX 088-878-5341 

香 美 ☎ 0887(53)4171  FAX 0887-53-2291 

須 崎 ☎ 0889(42)2566  FAX 0889-42-2569 

四万十 ☎ 0880(34)1155  FAX 0880-34-4996 

安 芸 ☎ 0887(34)2111  FAX 0887-35-3474 

い の ☎ 088(893)1225  FAX 088-893-1226 

「総合労働相談コーナー」のご案内 

総合労働相談ｺｰﾅｰ（高知労働局雇用環境･均等室内） ☎ 088(885)6027 

高知総合労働相談ｺｰﾅｰ（高知労働基準監督署内） ☎ 088(885)6010 

須崎総合労働相談ｺｰﾅｰ（須崎労働基準監督署内） ☎ 0889(42)1866 

四万十総合労働相談ｺｰﾅｰ（四万十労働基準監督署内） ☎ 0880(35)3148 

安芸総合労働相談ｺｰﾅｰ（安芸労働基準監督署内） ☎ 0887(35)2128 

高知公共職業安定所（ハローワーク高知）の附属施設 

ハローワークジョブセンターはりまや 職業紹介コーナー ☎ 088(884)8105 

 高知わかものハローワーク ☎ 088(884)8105 

 就職支援コーナー（委託事業） ☎ 088(885)5835 

 U・I ターン相談コーナー（高知県） ☎ 088(882)0845 

高知新卒応援ハローワーク（ハローワーク高知 学卒コーナー） ☎ 088(878)5342 

若者相談コーナー（ジョブカフェこうち 3階） ☎ 088(802)2076 
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高知労働局・労働基準監督署・公共職業安定所【ハローワーク】の案内図 

 

安芸 

四万十 

いの 

高知 

香美 

須崎 

※ 色分けされているのは労働基準監督署の管轄です。 

赤の境界線内が公共職業安定所（ハローワーク）の管轄です。 

香美 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ なお、ハローワークいの及びハローワーク香美については、雇

用関係助成金の取扱いをしておりませんので、ハローワーク高知

までお問い合わせください。 

 

 

(H2９.９改訂②) 

詳しくは「雇用関係助成金」で検索してください。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/

koyou/kyufukin/ 

雇用関係助成金 検索 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
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