
はじめに  

 新型コロナウイルス感染症との闘いが長期化している中、国が示した「新しい生活様式」の北海道内での

実践に向けて、ライフスタイル、ビジネススタイルを変革しなければなりません。北海道に関わる全ての

方々の知恵を集め、取組を可視化し、道民の皆様と事業者の方々が連携しながら、北海道全体で感染リスク

を低減させる、そして、事業継続やビジネスチャンス拡大につなげていく「新北海道スタイル」を構築し、

時差出勤やテレワークなど、コロナと共存しながら働き方改革を推進する新たなステージの北海道を目指す

必要があります。 

 また、平成 31 年（2019 年）4 月から働き方改革関連法が順次施行されており、中小企業でも、令和 2 年

（2020 年）4 月からは時間外労働の上限規制、令和 3 年（2021 年）4 月からは同一労働・同一賃金の原則が

適用されています。 

働き方改革は、就業環境の改善や人材確保・定着、効率的な業務運営に基づく経営の安定化のほか、「新

北海道スタイル」の構築などに寄与するものです。 

 この度、北海道、北海道労働局、北海道経済産業局、北海道総合通信局、北海道運輸局、独立行政法人高

齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部では、中小企業・小規模事業者の方々の働き方改革に向けた取組

を支援するため、各機関が所管する助成金・補助金のほか、相談窓口や企業認定制度など、働き方改革に係

る支援制度を一冊にまとめた「ほっかいどう働き方改革支援ハンドブック 令和４年度（2022 年度）版」を

作成しました。 

 このハンドブックは、事業主の方々に国や道などの働き方改革に係る支援制度の情報をわかりやすく提供

するため、「テレワークの導入促進に関するもの」、「時間外労働抑制に関するもの」、「非正規社員の処

遇改善に関するもの」など、取組の目的別に支援制度を掲載しておりますので、新型コロナウイルス感染症

に負けない会社づくりや従業員がいきいきと働ける環境づくりに役立てていただければ幸いです。 

 

〇働き方改革関連法の主な改正内容について 

改正内容 

施行日 

大企業 中小企業 

時間外労働の上限規制 平成 31年（2019年）4月～ 令和 2 年（2020年）4月～ 

年 5日の年次有給休暇の確実な取得 平成 31年（2019年）4月～ 

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

（同一労働同一賃金） 

令和 2 年（2020年）4月～ 令和 3 年（2021年）4月～ 
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