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道経連通信 臨時号46
◆

道経連 より

新型コロナウイルス感染症対策に係る国の支援施策の周知について
北海道より、新型コロナウイルス感染症対策に係る支援施策の新設や制度改正についてのリーフレット作成
に関するご案内がありましたので、お知らせいたします。
また、テレワーク導入に役立つ情報をまとめた「テレワーク導入支援策のご案内」も添付いたしますので、
詳細につきましては資料にてご確認ください。

【道経連通信 臨時号46】(1)

事
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令和２年６月１５日

各経済団体

ご担当者

様

北海道経済部労働政策局雇用労政課
働き方改革推進室主幹

新型コロナウイルス感染症対策に係る国の支援施策の周知について（依頼）
日頃から、当課の雇用・労働施策の推進にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
標記については、これまでも、貴団体傘下団体や加盟事業者等への支援施策の周知にご協力をいただ
き、ありがとうございます。
さて、この度、国の第二次補正予算により、次のとおり支援施策の新設や制度改正が行われ、別添の
とおり周知用のリーフレットがリリースされました。
つきましては、本リーフレットをご活用いただき、貴団体傘下団体や加盟事業者等への支援施策の周
知に、引き続きご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、従業員の新型コロナウイルスの感染リスクの低減はもとより、仕事と家庭の両立など、働く方々
それぞれの状況に応じた多様で柔軟な働き方を可能とするとともに、有能な人材の確保など企業経営に
も寄与する「テレワーク」について、現在、国及び道で実施している、テレワーク導入に役立つ情報を、
別紙「テレワーク導入支援策のご案内」のとおりまとめましたので、併せて、貴団体傘下団体や加盟事
業者等への周知について、ご協力をお願いします。
記
支援制度
主な支援内容
新型コロナウイルス感染症による小学 ・適用日を〜６／３０→〜９／３０に延長
校休業等対応助成金・支援金【制度改正】 （助成金）
・４月 1 日以降に取得した休暇について、上限額を 8，330 円/日→15，000
円/日に引き上げ
（支援金）
・４月 1 日以降について、支援額を 4，100 円/日→7，500 円/日に引き上げ
新型コロナウイルス感染症に対応した ・育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、企業独自の制度として有給
両立支援等助成金（介護離職防止支援コ の特別休暇制度を設けて、新型コロナウイルス感染症の影響により家族の介
ース）【新型コロナウイルス感染症対応 護のため休まざるを得ない労働者にこれを利用させた中小企業事業主に対
して、助成金を支給する。
特例の新設】
新型コロナウイルス感染症に関する母 ・新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、新型コロナウイルス感染
性健康管理措置により休業する妊婦の 症に関する母性健康管理措置により、医師等の指導を受け、休業せざるを得
ない妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させる事業主に助成金を支給
ための助成制度【新設】
する。

【担 当】
就業環境係 村松
電話：011-204-5354
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ಏৎ೬ಉ॑खञ৵৾ૅಉपৢअनु
َ ٳಏৎ೬ಉُधम
ৗ崛嵕崲崎崌嵓崡ഉඪ峕ঢ়峃峵ৌૢ峒峁峐岝
嵣 ৵৾ૅಉ岶ಏৎ೬峁峉ৃ়
嵣 ঽ৬峮ଣୖుญ崗嵑崾岝৳ਚಉ岵峳૭ચ峔೧峑ਹ৷峼ඓ岲峵峲岰
ൂ岶岬峍峉ৃ়
峼岮岮峨峃岞
峔岴岝৳૧峘ঽ峔ਖ਼峑೬峨峅峉ৃ়峙ৌਗ峑峃岞
پ峉峊峁岝৵৾ૅಉ岶ৗ崛嵕崲崎崌嵓崡峕ঢ়৴峁峐লఆ峁峔岹峐峬峲岮峒ੳ峫峉ৃ়峙ৌ峒峔峴峨峃岞

َ ٳ৵৾ૅಉُधम
嵣

৵৾ૅؚଝਜઇ৾ૅभୖஙؚர৾ૅ ညୱྼम৵৾ૅभୖஙप
థघॊୖங઼॑ऎुभपॊ્ؚك؛શ੍ର৾ૅق৸थभك
ٲ

૩भँॊनुपणःथमؚর৾ૅؚଝਜઇ৾ૅभୖஙؚৈಉ
৾ૅؚர৾ૅقৈಉ৾ૅऽदभୖஙपథघॊୖஙكಉुஅि؛

 ؞ଣୖుญॡছঈؚଣୖಉॹॖ१شঅ५
 ؞ညୱؚ৳ਚؚੳऒनुୱؚੳ૭ਗ৳ਝੇؚ൦৳হಉؚ
नुभৎऩऊॉಉ॑ষअহؚ૩ుभৢਚ੍ର॑ষअਝಉ

⋈ ৗ崛嵕崲崎崌嵓崡峕ഉ峁峉峓峬ಉ岝৵৾ૅಉ峼೬峪岽峒岶ిਊ峒ੳ峫峳島峵峓峬
॔ ৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखञनु
ॖ ৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखञउजोभँॊनु
क़

قಉभ௯ဪඪ૾भँॊؚ෯ௐமඡك

ୢॣ॔ऋଞपਏऩनुྼमৗ॥টॼक़ॖঝ५पഉखञ
ৃ়पඪ৲घॊজ५ॡभৈः੦ຊႈ೩ಉ॑થघॊनु

كگق৵৾ૅಉ峘ಏৎ೬ಉ峘峕岝ਰৣ峘ਜీ৺ಉ峼ഁ峁峐岮峵岽峒
َ ٳਜీ৺ಉُधम
岽岽峑峘ਜీ৺ಉ峙岝ି岵峳岝லহ峘峼ਭ岻岝ਜຄষಉ峕
ৌ峁峐ਾີ峼੍௸峹島峵岽峒峼ઍ峒峃峵ీ৺峘岽峒峼岮岮峨峃岞
ీ৺છ峮ਗ਼嵉嵤嵓峔峓岝୦峳岵峘છએಉ峕峲峴岝ି岵峳峘峘ઍ峮
ਾີ岶નੳ峑岷峵峬峘岶ணட峕峙ਏ峒峔峴峨峃岞

ీ ٳ৺॑ഁखथःॊময岶岝য峑ీ৺峕੦峏岹ਜ峼ষ岰岽峒

پ峉峊峁岝ௌ௮峼ઞ৷峃峵হ岝౻৷৳૫৳૫岝বੇਁਜ৩ྼ峙্ਁਜ৩峘ৃ়峙岷峨峃岞

 ٳಏৎ೬ಉभ৫ेॉपؚघदपਜీ৺ಉ॑ഁखथःॊऒध
ీ ٳ৺पउःथؚਜజহृਜຄষभଙؚਜभৃਚ؞ৎಉपणःथؚ
ିऊैभ॑ਭऐथःॊऒध

嵣 ਜజহ峮ਜຄষ峘ଙ قਜ峘ઍ 峔峓ك
嵣 ਜ峘ৃਚ قਜ峼ষ岰ৃਚ峮ਝ 峔峓ك
嵣 ਜ峘ৎ قਜ峼ষ岰峘岝৫峒ીവ 峔峓ك
 ٳਜຄষ峕ਏ峃峵峮ৎಉ峼峒峁峉ਾີ峒峔峍峐岮峵岽峒
嵣 ৎ峮峼੦ຊ峒峁峐ੑ岿島峵峬峘
嵣 ਜ਼峮ਯ峘峒ৰౚ峼੦峕ੑ岿島峵峬峘
峔峓岝峮ਛટ峕峲峴岝ਾີ岶੍௸峹島峵峬峘岶ჾਊ峁峨峃岞
كڰق৵৾ૅಉ峘ಏৎ೬ಉ峘峕岴岮峐岝峓峬峘਼ਵ峼ষ岰峉峫峕岝ਜ

ీ৺ಉ峕੦峏岷岿島峐岮峉ৎ峕ਜ峼ষ岰岽峒岶峑岷峔岹峔峍峉岽峒
َ ٳਜీ৺ಉ峕੦峏岷岿島峐岮峉ৎ岤धम
岬峳岵峂峫ਜీ৺ಉ峑ં岿島峐岮峉ਜ峼ষ岰ৎ峘岽峒峼岮岮峨峃岞
ਜ岝ీ৺峔峓岵峳岝ਜ峼ষ岰岶ਖ਼શ峑岷峵峲岰峔ৃ়峬அ峨島峨峃岞
ٳ

ਜ॑ষअऒधऋदऌऩऊढञऋؚ৵৾ૅಉभಏৎ೬ಉ峘র峑
岬峍峐岝৵৾ૅಉ峘৫ૅ峮岝峇峬峇峬೬ૅ岶岿島峐岮峉ق೬ૅ岝ஐ೬峩岝
ಒ೬峩ಉك峑峙峔岮岽峒
پ

ञटखؚ৫ૅदँढथुৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपঢ়घॊৌૢधखथষॎोॊ౸ৎ
ಢೠಉपनुभ਼ਵ॑ষअৃ়मಏৎ೬भ୭धखथ੍ରৌपऩॉऽघ؛ऽञؚ੶
⋈كڮقभनुقഉಉكभ਼ਵ॑ষअৃ়मؚಏৎ೬पऊऊॎैङؚ৵৾ૅಉभ৫ૅ
ؚ೬ૅऋऔोथःञदुؚৌपऩॉऽघ؛

⮫ఇᴗ ಶேጤク ਫ਼ ด
੍ ٵஔਏ੯ؚணடಉभুਢभउਖः়ॎचपणःथमؚ
ޘয๕ࡕࢢୡఴࢼ˾ઉ۫ࢼ˺ॱᄝశୡఴࢼ҃̔һҋӃҏ̔
τυφτ̵ϊτ̵χύύύقਭહৎپك؟ع؟ڵ؟ଅ嵣໑அ峪

 ٵணடછभলमޘؚয๕ࡕࢢୡఴࢼ˾ઉ۫ࢼଃྩҋӃҏ̔قௐেௌ௮भহك
पഖଛقଦ੶ஈऋଋॊुभكखथऎटऔः؛

 پলमؚணடभકਚقਿكपेॉ౮ऩॉऽघभदؚถमௐেௌ௮+3दओનੳऎटऔः؛
 پணடછ峙岝ௐেௌ௮+3岵峳ഀླྀ峁峐ઞ৷峁峐ৣ岿岮岞 ഀླྀ峑岷峔岮ৃ়峙崛嵤嵓崣嵛崧嵤峕౪৴൪ৣ岿岮岞
੍يରস+3ً KWWSVZZZPKOZJRMSVWIQHZSDJHBKWPO
ڰ پাڭਰఋীभપਬऑقڀكपใपணடऔोञ্पमપदੑखञ
પؚ॑પद੍௸ੋभ্पमधभ୷પ੍॑௸ःऽघ؛શಥभணடमਏँॉऽच॒؛
 پ༯ཌྷपओିਔऎटऔः؛বृহऊैؚணடपযੲਾ॑ਗ਼ਵदਖः়ॎचञॉؚ
੍ରসभৼपणःथਗ਼ਵಉद൭ාघॊऒधमँॉऽच॒؛
 پਢ৲ஔહস્ؚશપஔહসधभಡஔम૭ચदघ؛
 پઽোभಉपेॉؚਊએभেણાऋਏऩ্मؚভૣකੈ৮ভऋৰघॊَেણૣකৱসહ
২ُभ્ुओણ৷ऎटऔः؛
KWWSVZZZPKOZJRMSVWIVHLVDNXQLWVXLWHEXQ\DKXNXVKLBNDLJRVHLNDWVXKRJRVHLNDWVXIXNXVKLVKLNLQLQGH[KWPO

হभऔऽष

য়੍ରಉஃਛস ஂ૧ଆૃ੍ର॥ش५
َৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪৌૢ્ُभओ੧

ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪषभৌૢधखथஂؚ૧भञीभથஔभ೬ၿ২॑ਝऐؚ
ओੇఔभஂ૧॑ষअௌ௮ऋ೬ाृघः୭॑ତखञর৵੫হ੍॑ରखऽघ؛
೬ၿभ੭ਯ

়ੑڱਰ
ڬڭ

ڬڮਐ

়ੑڬڭਰ

ڱگਐ

੍ஔਏ੯
⋇

ஃਛપ

ڭٮর৵হँञॉڱযऽदணட૭ચदघ

ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪषभৌૢधखथਹ৷दऌॊஂ૧भञीभથஔभ೬ၿ
২॑كپقਝऐؚਊჾ২॑அीथலহधஂ૧भয়੍ର২भઍ॑पఢ
ੴघॊऒध؛

پਚௌ௮भਰ੭दऌॊ২

پ১भஂ૧೬ஂؚ૧೬ၿؚফઃથஔ೬ၿधमશभ೬ၿ২दँॊऒधऋਏदघ؛

⋈

ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪभ୶पेॉৌੇఔभஂ૧भञीपலহ॑೬ऽक
ॊ॑੭ऩःௌ௮ऋ⋇ؚभ೬ၿ়॑ੑڱਰ੭كپقघॊऒध

پৌधऩॊ೬ၿभ੭मؚഥਮڮফڰাڭऊैഥਮگফگাڭگऽददघ؛
پૌுपফઃથஔ೬ၿृಳඐपेॉ೬॒टपणःथؚহप⋇भ೬ၿ॑੭खञऒधधखथஷॉ౹इ
ञৃ়ुৌधऩॉऽघق؛ஷॉ౹इॊपमௌ௮মযपହखؚਔऋ੭ॊऒधऋਏदघك؛

ৌधऩॊௌ௮
⋇

ஂ૧ऋਏऩੇఔऋৢଞਹ৷खथःॊྼमਹ৷खेअधखथःॊஂ૧१شঅ५ऋؚ
ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪपेॊ೬ಉपेॉਹ৷दऌऩऎऩढञৃ়

⋈

ੇఔऋৢଞਹ৷खथःॊྼमਹ৷खेअधखथःॊஂ૧१شঅ५पणःथؚৗ॥
টॼक़ॖঝ५ഉඪषभৌૢभञीਹ৷॑ඓइॊৃ়

⋉

ੇఔ॑ৢଞஂ૧खथःॊऋؚৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪभ୶पेॉੇఔ॑ஂ૧
घॊऒधऋदऌऩऎऩढञৃ়

ٳணடٳ

੍؞ஔਏ੯॑ञखञโऊैକखथڮऊাਰٮഥਮڮফڲাڱڭेॉਭહ৫
ऩउؚഥਮڮফڲাڱڭेॉप੍ஔਏ੯॑ञखथःञৃ়मڴؚাڱऋணடधऩॉऽघ؛

ٳணடٳ

؞ਿௌ௮ଂ౻৷୭؞ಉقك

ৌௌ௮पणःथَஂ૧੍ରউছথُ॑ੁख੍ରखञৃ়मৢؚଞभஂ૧ଆૃ੍ର
॥ش५ुಡஔदऌऽघ؛
ヲ⣽䛿㠃䜢ཧ↷
ٵजभถखः੍ஔभਏ੯ृুਢपणःथमؚௐেௌ௮+3॑ओසःञटऎऊؚணடघॊଵლभ
ਿௌ௮ଂषउਖः়ॎचऎटऔः؛

ௐেௌ௮ ஂ૧ ৗ崛嵕崲

ਫ਼ด

ٛয়੍ରಉஃਛস ஂ૧ଆૃ੍ର॥ش५ٜ
َஂ૧੍ରউছথُ॑ੁखؚউছথप੦तऌௌ௮भෟऩஂ૧೬भ੭؞୮షपॉ
ੌ॒टর৵੫হؚऽञमஂ૧भञीभฑໞऩௌଙभ২पणःथؚਹ৷ऋেग
ञর৵੫হप੍ஔखऽघ؛॥ش५भถमਰৣभधउॉदघ؛
੍ஔપ

ஂ૧ଆૃ੍ର॥ش५

$ஂ૧೬
%ஂ૧য়੍ର২

೬੭ৎ

ਐਐ!

ৃ୮షৎ

ਐਐ!
ਐਐ!

䈜㻨 㻪ෆ䛿䚸⏕⏘ᛶせ௳䜢‶䛯䛧䛯ሙྜ䛾ᨭ⤥㢠䚹

ৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪৌૢ્ पउःथؚৌௌ௮पणःथ
َஂ૧੍ରউছথُ ੁ॑ٲख੍ؚରखञৃ়मَؚ$ஂ૧೬ُभ੍ஔৌधऩॉऽघ؛

$

ஂ૧೬

೬੭ৎ!
ஂٴ૧੍ରউছথ॑ਛखؚৌௌ௮ऋजभউছথप੦तऎ়ੑڱقਚௌ௮كਰभஂ૧೬॑
੭घॊऒध؛
ஂپ૧೬म১भஂ૧೬২भाऩैङؚ੫ऋભਔदਝऐथःॊ২ुৌधऩॉऽघ؛
ৃ୮షৎ!
ஂٴ૧೬॑੭खञৌௌ௮ؚ॑એટ॑౷ऽइਉಋधखथਉಉप୮షऔचؚ౻৷৳૫৳૫
धखथگऊাਰಲਢ౻৷खथःॊऒध؛

% ஂ૧য়੍ର২
ஂٴ૧੍ରউছথ॑ਛखؚਰৣभःङोऊणਰभஂ૧য়੍ର২॑ৌௌ௮ऋजभউছথप੦त
ऌ়ੑਰ॑ڮڭٮقऎكਹ৷खؚਬऌਢऌৌௌ௮॑౻৷৳૫৳૫धखथಲਢ౻৷ख
थःॊऒध؛
ڮڭٮ

ਹ৷ऋਹ৷৫ऊैڲऊা॑৽ૌघॊभपभਏ੯॑ाञघऒधऋਏ

؞ਚਗௌ௮भ২
؞ৎ୷লඐ২
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ஂَٲ૧੍ରউছথُपणःथ

ௐেௌ௮ லহ峒ੇ൦峘য়੍ର崿嵑嵛崲嵤 ਫ਼ ด

ௌ௮भஂ૧೬भ੭लৃ୮ష॑ෟपघॊञीহऋஂ૧पઉએखञௌ௮धभએ॑ৰखؚએ
ટ॑੶ஈखञदஂ૧भ૾யृ০भ௮ऌ্पणःथभൌಉ॑નੳभअइؚਛखञউছথदघ؛
؞উছথभਛभपमؚௐেௌ௮+3पൕൗखथःॊَஂ૧੍ରউছথੁঐॽগ॔ঝُ॑અपखथऎ
टऔः؛
؞উছথੁभঀक़ঁक़॑णَலহधੇ൦भয়੍ରউছথॼُشऋর৵੫प௰ਖखؚউছথੁ੍ର॑
૮મदষढथःऽघ؛
ถम+3॑ओ༮ऎटऔः؛

ௐেௌ௮؞ਿௌ௮ଂ
㞠⏝⎔ቃ䞉ᆒ➼ᒁ 2020ᖺ6᭶సᡂ

ਫ਼࿓ಉ ಕැݟ࿓ಉۃ

ʚࣆۂकև͠Ήʙ

ܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖ݊߃؇ཀྵીͶΓΖ

ٵՍखಚࢩԋঁۜΝ͟͏͚ͫ͠༽
⾥⾥ঁۜଲে

ࡋͺཬΝ͟ࢂল͚ͫ͠͏

ʛસͱড়݇Νຮͪͤࣆۂक͗ଲেͲͤɽ
ྫ̐೧݆̓̕ೖ͖Δಋ೧̗݆ೖΉͲؔͶ
 ܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖ݊߃؇ཀྵીͳ͢ͱɼҫࢥΉͪͺঁࢊࢥࢨͶΓΕɼ
͗ۂٵචགྷͳ͠Ηͪೝ৹ঃ࿓ಉं͗खಚͲ͘Ζ༙ڇٵՍౕ ೧࣏༙ٵڇՍΝঈ͘ɼ
೧࣏༙ٵڇՍۜ૮ֻ̔ׄҐ͗ࢩΚΗΖͶݸΖ Νඍ͢ɼ
 ༙֚ٵڇՍ಼ౕ༲ΝܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖ݊߃؇ཀྵી಼༲ͳ͍Κͦͱ
࿓ಉंͶबஎͪ͢ࣆۂकͲ͍ͮͱɼ
ྫ̐೧݆̓̕ೖ͖Δྫ̑೧݆̏ೖΉͲؔͶʤˠʥ
 ֚ٵՍΝ̓ͱ͢ܯೖҐखಚͦͪ͠ࣆۂक
ʤͤܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖ݊߃؇ཀྵીࠄࣖన༽ؔغʥ
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ࣆۂकև͠ΉͶͺɼ͞ঁۜͯͯ͢༽ɼ
ೝ৹ঃ࿓ಉं͗ٵΊΏͤ͏͚ͰڧΕͶΌɼۅద͵ഓྂΝ͕͢͏بΉͤɽ
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૮ʀਅ੧૯85/ʁKWWSVZZZPKOZJRMSNRXVHLURXGRXVKRXVKR]DLDQQDLURXGRXN\RNXLQGH[BKWPO
㒔㐨ᗓ┴

㟁ヰ␒ྕ

㒔㐨ᗓ┴

㟁ヰ␒ྕ

㒔㐨ᗓ┴

㟁ヰ␒ྕ

㒔㐨ᗓ┴

㟁ヰ␒ྕ

ᾏ㐨
㟷 ᳃
ᒾ ᡭ
ᐑ ᇛ
⛅ ⏣
ᒣ ᙧ
⚟ ᓥ
Ⲉ ᇛ
ᰣ ᮌ
⩌ 㤿
ᇸ ⋢
༓ ⴥ














ᮾ ி
⚄ዉᕝ
᪂ ₲
ᐩ ᒣ
▼ ᕝ
⚟ 
ᒣ 
㛗 㔝
ᒱ 㜧
㟼 ᒸ
ឡ ▱
୕ 㔜













 ㈡
ி 㒔
 㜰
ර ᗜ
ዉ Ⰻ
ḷᒣ
㫽 ྲྀ
ᓥ ᰿
ᒸ ᒣ
ᗈ ᓥ
ᒣ ཱྀ
ᚨ ᓥ














㤶 ᕝ
ឡ 
㧗 ▱
⚟ ᒸ
బ ㈡
㛗 ᓮ
⇃ ᮏ
 ศ
ᐑ ᓮ
㮵ඣᓥ
Ἀ ⦖













ʄ



࠰ٙͶ͟қ͚ͫ͠͏ɽࠅΏಕැݟ࿓ಉ͖ۃΔɼঁۜ૮Ͷͯ͏ͱుͲש༢ͤΖ͞ͳͺ͍ΕΉͦΞɽ
Ήͪɼ৾ࠒɼ࠴൬ߺΏͨଠݺਕๅΝݺਕ๏ͶుͲ͏ΚͦΖ͞ͳͺ͍ΕΉͦΞɽ

ਫ਼࿓ಉ ಕැݟ࿓ಉڧ༽ޑۃʀۋ෨ʤ࣪ʥ

⾥ଲেͳ͵Ζ࿓ಉं
˕ܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖ݊߃؇ཀྵીͳ͢ͱɼ
ҫࢥΉͪͺঁࢊࢥࢨͶΓΕ͗ۂٵචགྷͳ͠Ηͪೝ৹ঃ࿓ಉं
ʽܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖ݊߃؇ཀྵીͳͺʾ
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˕मوۂଉͶ͕͜Ζوఈ༙ໃɼعଚಝพٵՍ༽
ٵՍౕमوۂଉوఈͺ͞ঁۜགྷ݇Ͳͺ͍ΕΉͦΞɽ
عଚಝพٵՍଲেͶΉΗΖ͞ͳΝࣖ͢ͱɼ࿓ಉंͶबஎͤΖ͞ͳͲଲেͳ͵ΕΉͤɽ
ːͪͫ͢ɼ࣎ਕҐ࿓ಉंΝ࢘༽͢ͱ͏Ζࣆۂक͗ɼͪ͵ٵՍౕΝઅͪ͜ͺɼ࿓ಉخ६๑Ͷ͘Ͱخɼ
ங଼͵͚मوۂଉΝรߍ͢ɼॶ࿓ಉخ६ಞॼͶ͜ड़Ζචགྷ͍͗ΕΉͤɽ

˕ౕबஎ๏๑
༙ڇٵՍౕͳܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖ݊߃؇ཀྵી಼༲Ͷͯ͏ͱɼ
સͱ࿓ಉं಼͗ͨ༲ΝஎΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼన͵๏๑ͶΓΕबஎΝߨ͑͞ͳ͗චགྷͲͤɽ
ʤྭʥʀࣆॶۂݡΏͤ͏ॶͶ಼ౕ༲ΝͤࣖܟΖ

ʀ಼ౕ༲Νॽͪ͢ࡎىΝ࿓ಉंިͤΖ

ʀుࢢϟʖϩΝཤ༽͢ͱ࿓ಉंͶ಼ౕ༲Νૻ৶ͤΖ

͵ʹ

˕ٵՍౕඍ;ٶबஎ࣎غ
ྫ̐೧̗݆ೖΉͲͶౕඍͳबஎ͗චགྷͲͤɽ
Ήͪɼྫ̐೧̗݆ೖΉͲͶౕඍͳबஎΝߨ͓ͻɼౕඍͳबஎ͗࿓ಉंٵՍखಚͱ͍ͮͲޛ
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ଲেͳ͵ΕΉͤɽͪͫ͢ɼࣆޛదͶ͞ঁۜଲেͳ͵Ζ༙ٵڇՍͶรߍͤΖ͞ͳͶͯ͏ͱ࿓ಉंຌਕͶ
ઈ͢ɼಋқΝಚΖ͞ͳ͗චགྷͲͤɽ
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テレワーク導入支援策のご案内
〇テレワーク、まずは相談してみよう！
テレワーク相談センター
【厚生労働省】

全国の企業を対象にテ
レワーク導入・運用に

令和２年６月現在
厚生労働省委託事業
(Tel) 0120−91−6479
(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ) https://www.tw-sodan.jp/

関する相談・疑問を専
門相談員が無料で対応

テレワークマネージャー

テレワークに適したシ

相談事業【総務省】

ステム（ICT 機器等）や
情報セキュリティ、勤

(委託先) (株)NTT データ経営研究所
(Tel) 03−5213−4032
(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)
https://www.nttdata-strategy.com/r01telework/

怠労務管理等の情報提

相
供や相談受付

談
事

働き方改革支援員の派遣

企業からの要請に応じ

によるハンズオン支援

て専門的知識を有する

【北海道】

専門家を派遣し、中小

業

経済部労働政策局雇用労政課
(Tel) 011−204−5354
(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/shien.htm

企業の取組支援

専門家派遣事業

雇用環境など様々な課

【北海道】

題に応じた専門家を派
遣し、オーダーメイド

(委託先) 一般社団法人中小企業診断協会北海道
(電話申込) 0800−800−2551
(FAX 申込) 011−231−1388
(Web 申込)
https://www.shindan-hkd.org/corona/

型の助言指導を行うこ
とで中小企業等を支援

〇テレワーク、挑戦してみよう！

総
合
ガ
イ
ド

働き方改革のための

テレワークを段階的に導入・普及するためのノウハウを先進企業の事例を交えて

テレワーク導入モデル

紹介

【総務省】
テレワークではじめる
働き方改革【厚生労働省】

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/ からダウンロード
テレワークの導入・運用ガイドブック

https://telework.mhlw.go.jp/info/doc/ (テレワーク総合ポータルサイトからダウンロード )

補
助
・
助
成

働き方改革推進支援助成金

テレワーク用通信機器の導入・運用や就業規則の変更等の成果目標を設定

（テレワークコース）

達成率 3／4 で 20 万円(1 人当たり)、150 万円(1 企業当たり)いずれも上限

【厚生労働省】

達成率 1／2 で 10 万円(1 人当たり)、100 万円(1 企業当たり)いずれも上限
(Tel) 0120−91−6479
(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)https://www.tw-sodan.jp/

(お問い合わせ)
テレワーク相談センター

IT 導入補助金

バックオフィス業務の効率化等に資する IT ツールの導入経費を支援

【経済産業省】

補助額 30〜450 万円(3／4 以内)
(お問い合わせ)一般社団法人 サ ー

(Tel) 0570−666−424
(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ) https://www.it-hojo.jp/

ビスデザイン推進協議会

〇テレワーク、もっと知りたい！
地域企業に学ぶテレワー
ク実践事例集【総務省】
企業の在宅勤務制度
事例
導入事例【北海道】
集
テレワークにメイド・イン
北海道の技術を活用した

中小企業・小規模事業者によるテレワーク導入の取組

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/18028_03html
北海道のテレワークの導入事例・支援内容を紹介

https://telework-japan.jp/hokkaido2015/report_index.html
IT を活用して危機を乗り越える！〜北海道 IT 産業からの提案〜
道内 IT 企業からの技術提案の紹介
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/kinkyu/korona-torikumi-it-htm

い【北海道】
北海道庁経済部労働政策局雇用労政課就業環境係

（Tel）011−204−5354（直通）

札幌市中央区北 3 条西６丁目 （Fax）011−232−1038

