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両立支援等助成金

～　仕事と家庭が両立できる”職場環境づくり”のために　～

える助成金をご紹介します使

 男性従業員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土づく
りに取り組み、実際に男性従業員が育児休業・休暇を取得した場合に支
給を受けることができます。

出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金） 育児休業等支援コース

育児目的休暇制度の導入・取得

新たに育児目的休暇制度を導入し、男性従業員が
導入された休暇を取得すること。

中小企業 28.5 万円 中小企業以外
14.25万円

男性従業員の育休取得
研修の実施や資料配付等、男性が育児休業を取
得しやすい職場風土づくりに取り組み、一定期間、
男性従業員が育児休業を取得すること。

※取得者１人目のとき

中小企業 57 万円 中小企業以外
28.5万円

※育児休業の申出日までに面談等の取組を行った場合、
 個別支援加算として10万円が上乗せされます。
※「育児休業等支援コース」との併給はできません。

育休取得時・職場復帰時
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って従業員の円滑な育休取得・職場
復帰に取り組み、一定期間、従業員が育児休業を取得すること。(取得時)
その後、原職等に復帰させ、６ヶ月以上継続勤務させること。(復帰時)

A：休業取得時

28.5 万円

B：職場復帰時

28.5 万円＋
※「B:職場復帰時」は「A:休業取得時」と同一の従業員であ
 ることが条件です。

代替要員確保時

育休取得者の代替要員を確保し、かつ育休取得者
を原職等に復帰させ、６ヶ月以上継続勤務させること。

対象者一人あたり

47.5 万円

職場復帰後支援
「子の看護休暇制度（有給・時間単位）」または「保育サー
ビス費用補助制度」を導入し、育児休業後、原職等に復帰
して６ヶ月以内に、従業員が制度を一定期間利用すること。

制度導入時

28.5 万円

制度利用時
利用実績に
応じて支給＋

不妊治療両立支援コース

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、次の
①～⑥のいずれか、または複数の制度について、利用しやすい環境整備
に取り組み、実際に不妊治療を行う従業員が利用した場合に支給を受
けることができます。

①不妊治療のための休暇制度（特定目的・多目的とも可）、
②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、
④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク

A：環境整備・休暇の取得等
 社内ニーズ調査の実施、整備した制度の就業規則等への
規定及び周知などの環境整備、不妊治療両立支援プランの
作成に取り組み、従業員が①～⑥の制度を合計５日（回）
利用したとき

28.5 万円

B：長期休暇の加算
 上記Aを受給した事業主であって、従業員が不妊治療休
暇制度を連続して20日以上取得し、原職等に復帰させ、
３ヶ月以上継続勤務させたとき

28.5 万円

働き方改革推進支援助成金

  労働時間短縮・年休促進支援コース

生産性を向上させ、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた
環境整備のための取り組みを行った場合に支給を受けることができます。

新たに時間単位の年次有給休暇制度を導入したとき

上限 50 万円
または、「対象経費の合計額×補助率3/4」の
           いずれか低い方

制度の詳細・問い合わせ先

高知労働局 雇用環境・均等室
高知市南金田１番39号 高知労働総合庁舎４階
TEL/088-885-6041 FAX/088-885-6042 厚労省HP
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育児休業・育児休暇・不妊治療 時間単位年次有給休暇の導入 に

○使える助成金をご紹介します
 （両立支援等助成金・働き方改革支援助成金）
○高知県の出会い・結婚支援について
 （「高知で恋しよ!!マッチング」リニューアルキャンペーン）
○取組事例紹介（井上石灰工業株式会社）

～～ 今回のトピックス

時間単位
年休



県内で開催される出会いイベントがスマホやパソコンから簡単に検索・申込み
できる「高知で恋しよ!!イベント」。
出会いパーティだけでなく、クッキングやアウトドアなどの体験型イベントや
マッチングなしのライトなイベントなど、スタイルはさまざま。
メールマガジンに登録すると、イベント情報をすばやくお知らせします。

高知で恋しよ!!イベント

イベント情報は
こちら

無料メールマガジンの
登録はこちら

予想外の良縁に恵まれ、参加して良かったと思ってい
ます。
参加前は緊張したり、迷われたりする方もいらっしゃる
と思いますが、イベントが始まってしまえばあっという
間に時間が過ぎていくので、思い切って参加してみて
ほしいです。

＜男性４0代／女性３0代＞

普段知り合えないような方とたくさんお話しすることができました。
実際に結婚につながるような出会いがあると思います。
興味のあるイベントには積極的に参加されてみては。

＜男性40代／女性40代＞

一緒に時間を過ごせる人がいたらなと軽い気持ちで参加
を始めたので、とりあえず参加してみるのもいいと思います。

＜男性20代／女性40代＞

ご結婚を真剣に希望する20歳以上の独身の方の１対１の出会いを
サポートする「高知で恋しよ!!マッチング」。
こうち出会いサポートセンターで会員登録を行えば、お相手のプロ
フィール情報の検索・閲覧が可能になり、お会いしてみたい方には
お引き合わせを申し込むこともできます。

高知で恋しよ!!マッチング

会員数 カップル成立

747 人 40 %以上

会員登録をする前に、相手の希望年齢や
職業などを入力して、お相手検索をシミュ
レーションできます

希望する条件を選び、「抽出」ボタンをクリック！

条件に合う
会員数を表示！

お相手 　　　　　 シミュレーション検 索

会員登録前に！

「高知で恋しよ!!マッチング」が
使いやすくリニューアル！

これまでセンターへ出向かないと閲覧
できなかったお相手のプロフィールや
お引き合わせの申込が、スマホやPCか
ら「いつでも、どこでも」できるように
なりました！

新規入会料半額キャンペーン！
※20～30代の先着80名限定

「高知で恋しよ!!マッチング」のリニュー
アルを記念して、20～30代の新規入
会の方、先着80名様の入会登録料
（通常1万円／２年）を半額に。
お早めにお申し込みください！

出会いや結婚への支援を希望する独身の方をボランティアで応援する
「婚活サポーター」。
ご相談の申込をされたご本人から希望条件などをお聞きし、その希望に
沿ったお相手とのお引き合わせを行います。

婚活サポーター

結婚を考えているなら、何
もせずいるより、登録して少
しでも可能性を信じてやっ
てみることは重要です！
＜男性30代／女性30代＞

職場での出会いも少なく、
知人の紹介でも出会いが
なかったため、先に登録し
ていた友人の紹介で登録
しました。
＜男性40代／女性30代＞

友人の勧めで登録しました。
サポーターやスタッフの
方々に支えられ、最愛の人
に出会うことができて幸せ
です。迷っていたら行動あ
るのみ。素敵な人に出会え
ると思います。
＜男性20代／女性20代＞

サポーターやスタッフの方々が強力に、そ
してあたたかく支援してくれます。私はこ
のようなシステムを利用するのは初めて
でしたが、交際成立、そしてその後も丁寧
に支援してくれます。迷っている方、ぜひ
おすすめします。

＜男性40代／女性30代＞

友人の誘いでサポーターになりました。活動に加わって今年で９年目にな
るのですが、昔は地域によくいたお世話焼きさんのような、お母さんのよう
な、何でも気軽に相談しやすい存在を目指しています。ランチ会やバス会
などのイベントを考えたり、お引き合わせの立ち会いをしたり。
「結婚します！」と報告をいただくときはとってもやりがいを感じますね。

まずは行動する勇気を！”自分のことを近くで見
ていてくれるサポーターさんがいる”、とても心強
く、落ち着ける環境だと思います。きっとあなたに
合った出会いが待っています。

＜男性30代／女性30代＞

会ってみるまで、相手がどんな方かわからないとい
う思いは不安でしたが、サポーターさんがいてくだ
さり、初めはコミュニケーションを取りやすく関わっ
てくれるので、毎回安心の方が大きかったです。

＜男性30代／女性30代＞

「高知で恋しよ!!マッチング」

リニューアル
キャンペーン!!

高知県は、ひとりひとりの生き方を尊重しながら、それぞれの希望に応じて「自分らしく」活躍することを応援しています。 「結婚」などは、個人の自由であり、その他
にも様々な生き方があるものと私たちは考えています。
高知県は、それぞれの意思に基づいた生き方を応援するとともに、その一環として「出会い」や「結婚」への支援を希望する方々の応援をしています。 

成婚実績

300組
以上

こうち出会いサポートセンターの
スタッフによる情報発信ブログです

出会いや結婚への支援を希望する独身の方を応援するため、
皆さんの幅広いご相談をワンストップで受け付けています。

こうち出会いサポートセンター

お問い合わせ

高　 知： TEL/088-821-8081　高知市駅前町5-5　大同生命ビル２階
安　 芸： TEL/0887-37-9191　安芸市本町3-11-5　安芸商工会館１階
四万十： TEL/0880-34-8171　四万十市中村小姓町46　中村商工会館2階

SNSでも情報発信中!!

成婚者の
声

成婚者の
声

成婚者の
声

サポーター

の声

♥ 「高知で恋しよ!!マッチング」　登録～お引き合わせまで　♥

「高知で恋しよ!!
 マッチング」サイトから
 入会申込・来所予約

必要書類を持って、
こうち出会いサポート
センターで会員登録

センターまたは自宅で
スマホやPCからお相手
のプロフィール情報を
検索・閲覧

会ってみたいお相手へ
お引き合わせの申込
（１回につき３人まで）

お相手の承諾があれば、
マッチングサポーター
が日程を調整

サポーターが同席して
お引き合わせ(１回に
つき、1人2千円が必要)

お互いの交際意思が確
認できたら、サポーター
から名前や連絡先を伝
えて、交際スタート

01 02 03

07060504

お相手検索
シミュレーションは

こちら

入会申込は
こちら

4,820 人

（R3.8月末時点）

メルマガ登録者数

（R3.8月末時点）

サポーター数 登録相談者数

102 人 約　580 人
（R3.3月末時点）（R3.8月末時点）

婚活サポーターからの
お知らせはこちら

サポーターへの相談会や
サポーター主催の独身者
交流会の情報を掲載して
います。ぜひご参加を！

お引き合わせ後の

高知県の
出会い・結婚支援を
ご紹介します



僕らの子育てキ ャ ン ペ ー ン

取 組
事例紹介

井 上 石 灰 工 業 株式
会社

創業：1884年（明治17年） 所在地：南国市蛍が丘2-3-5
事業内容：無機農薬、高純度カルシウムなどの製造販売及び
     トマト・ワイン用ブドウ等の育種事業
従業員数：92名（男性68名、女性24名）

 昔ながらの石灰産業が衰退していく中で、石灰を活用した付加価値の創造に向け、事業領域の拡大に積極的に挑戦し
てきた井上石灰工業。企業の成長、事業拡大に伴い、この10年あまりで従業員数は倍増。しかし、若い従業員が増えた
ことで、組織の成長に対して管理体制が追いついていないという実態が浮き彫りになってきました。

改革の土台— ”風通しのいい”職場へ
若手従業員で

『なんでもこい会』
を立ち上げ

社内勉強会
『木鶏会』

を定期的に開催

さまざまな部門の若手従業員で
委員会を立ち上げ。各部署の
困りごとや活動を共有し、従業
員の”横のつながり”の強化へ。

定期的な社内勉強会を開催
し、従業員同士の相互理解を
深め、企業理念の共有、浸
透を促進。事業所を含めた、
会社全体の連帯感を向上。

仕事と家庭の”両立支援”

「働きやすい環境を整える取り組み」として、仕事と家庭の両立支援も行っ
ている。特に年次有給休暇については、従業員の取得日数を定期的に集
計し、管理者へ通知する取り組みも実施中。会社全体の年次有給休暇
の取得率は毎年上昇している。

年次有給休暇
取得促進

男性従業員の
育休取得促進

育休取得日から
４日間は有給

”労働時間格差”解消

『労働時間の統一』
を中期経営計画に

盛り込む

祝祭日も稼働する現場（工場）
と営業・事務部門の待遇差の解消
のため、現場の勤務時間を短縮し、
製造部門と事務部門の年間労働
時間を均一に。

現場の自動化と多能工化により、
労務費にはほとんど変化がないも
のの、売り上げはこの10年あまりで
約130%に上昇。

設備投資による
現場の自動化

・ ・ ・ ・
改革のポイント
これが !　

取組の
成 果

年次有給休暇 取得率 72.2%（2020年2月時点）
2018年10月以降に配偶者が出産した男性従業員５名、全員が育児休業を取得
その他にも・・・
 ・「くるみん」認定の取得（2020年） ・「健康経営優良法人」の認定（2021年）
 ・「高知県ワークライフバランス推進企業」認証の取得
 （次世代育成支援部門、年次有給休暇の取得促進部門、健康経営部門の３部門で認証を取得）

働 参加企業募集

 仕事も子育ても大事にしたい、そんなお父さんの働き方を、
会社のみんなで応援するキャンペーンです。

対  象

実施期間

申込締切

取組内容

高知県内すべての企業・団体

令和３年11月１日（月）～11月30日（火）

職場に応じた取組で男性の育児を応援しましょう！
・育児休業や年次有給休暇の取得を勧める
・ノー残業デーを実施してみんなで早く帰る
・社員の子どもが参加できるレクリエーションを開催する
・テレワークや時差出勤を実施する  など

令和３年10月29日（金）

※参加企業・団体の名称を新聞等で公表します！
参加方法等の詳細は高知県雇用労働政策課HPへ →

ラ フ デイ イザ ン イメージするんだ♪

あなたらしい人生を実現するために、
       ライフデザインについて考えてみませんか。

同封している冊子、出会い・結婚・子育てリーフレット「Yell」では、
「出会い・結婚」「妊娠・出産」「子育て」「ワークライフバランス」
の各ライフステージに応じた支援を紹介しています。
「子育て中」や「移住者」の方、今回取組事例を紹介した
「井上石灰工業の育休取得者」の方の声もあわせてご紹介！
ぜひ、手に取ってみてください！ web版はこちら

お問い合わせ・連絡先

高知県少子対策課　県民運動推進担当まで

TEL/088-823-9642　FAX/088-823-9658
MAIL/060501@ken.pref.kochi.lg.jp

高知県子育て応援
キャラクター「るんだ」

の取組を
　ご紹介します

 ” 明治 ” 創業、老舗企業の働き方改革


