医療機関の勤務環境の改善に関する取組〔岐阜県〕（※平成30年8月１日現在）
項目

問い合わせ先

岐阜県医療勤務環境改善支援センター
℡ ０５８－２７２－８２５４

助成金・相談事業等名

概要
医業経営・労務管理の専門家及び看護職の推進員が勤務環境改善に取組んでいる医療機関を訪問し
支援・助言等をおこなっています。また、医療機関を個別訪問し、勤務環境改善についての推進・啓発を
おこなっています。

岐阜県医療勤務環境改善支援センター
○随時の医療労務管理相談については岐阜県社会保険労務士会（岐阜労働局委託事業）が対応します。
【医療労務管理相談コーナー：℡ ０５８－２７２－３０２８（平日９：００～１７：００）

「岐阜県女性医師支援ネットワーク」（Ｗｅｂサイト）
出産や育児のために仕事を離れる女性医師も多く、医学教育を受けた女性医師が、育児現場で社会に貢
献するためには、スムーズな復職支援が必要であり、育児や介護をしながらも仕事を続けられる環境整備
を目指し、女性医師支援に取り組んでいます。
一般社団法人岐阜県医師会
℡ ０５８－２７４－１１１１

一般社団法人岐阜県医師会
℡ ０５８－２７４－１１１１

勤務環境の改善・向上

厚生労働省岐阜労働局職業安定部職業対策課
助成金センター
【ＴＥＬ：０５８－２６３－５６５０】

厚生労働省岐阜労働局雇用環境・均等室
【ＴＥＬ：０５８－２４５－１５５０】

医師ワークライフバランス推進事業

はやぶさネット
（岐阜県包括的地域ケアネットワーク）

・復職支援
・求人情報
・育児支援
・介護支援
・相談窓口
・医師のためのワークライフバランスハンドブックの作成
岐阜県の医療・介護に関する様々な情報を共有できる多機能サイト
＜ＴＯＰメニュー＞
・認知症情報
・病院外来担当表
・訪問眼科
・訪問歯科
・訪問薬局
＜各種情報＞
・感染症・食中毒情報
・行政からの情報
・県医師会からの情報
＜医療施設、介護施設の広場＞
・研修会、勉強会
・ケア会議
・意見広場（医療、介護）

人材確保等支援助成金
（雇用管理制度助成コース）

雇用管理制度の導入等を通じて従業員の離職率低下に取り組む事業主に助成します。

人材確保等支援助成金
（介護福祉機器助成コース）

介護福祉機器の導入を通じて従業員の離職率低下に取り組む介護事業主に助成します。

人材確保等支援助成金
（介護・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低下に取り組む介護・保育事業主に助成します。

人材確保等支援助成金
（中小企業団体助成コース）

労働環境向上事業を行う事業協同組合等に助成します。

人材確保等支援助成金
（人事評価改善等助成コース）

人事評価制度を整備し、生産性向上、賃金アップと離職率低下に取り組む事業主を助成します。

人材確保等支援助成金
（設備改善等支援コース）

生産性向上に資する設備等への投資を通じて雇用管理改善等に取り組む事業主を助成します。

受動喫煙防止対策助成金

職場での受動喫煙を防止するために、事業場内に以下の措置を講じた区域以外を禁煙とする中
小事業主に対し、その費用の２分の１（上限１００万円）を助成します。
（１）次の基準を満たす喫煙室の設置・改修
※喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上
（２）次の基準を満たす屋外喫煙所（閉鎖系）の設置・改修
※喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の出入口などにおける浮遊粉じん濃度が増加しな
い
（３）次の基準を満たす換気装置の設置など（宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみ）
※喫煙区域の粉じん濃度が0.15mg/㎥以下、または必要換気量が70.3×（席数）㎥/h以上
単位面積あたりの助成対象経費上限額(1)、(2) は60万円/㎡、(3) は40万円/㎡

岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課医療人材確保係
女性医師等就労環境改善事業
℡ ０５８－２７２－８８７９

岐阜県健康福祉部子ども・女性局女性の活躍推進課企画
係
岐阜県仕事と家庭の両立支援アドバイザー派遣制度
℡ ０５８－２７２－８２３７

女性医師等の離職防止や再就業の促進を図るため、仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の
整備（短時間勤務制度等の導入）を行う病院に対し支援します。

岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業として認定されると、「岐阜県仕事と家庭の両立支援
アドバイザー」から、仕事と家庭の両立を図るための雇用環境整備等に関するアドバイスを受けることがで
きます。

項目

問い合わせ先

一般社団法人岐阜県医師会
℡ ０５８－２７４－１１１１

公益社団法人岐阜県歯科医師会
℡ ０５８－２７４－６１１

厚生労働省岐阜労働局雇用環境・均等室
【ＴＥＬ：０５８－２４５－１５５０】

中央労働災害防止協会健康快適推進部
企画管理課
【ＴＥＬ：０３－３４５２－２５１７】

多様な働き方が可能な環境の整備

助成金・相談事業等名

ぎふ医師就業支援センター

概要
岐阜県内において就業を希望する医師や求人を希望する医療機関の要望に応えられるよう、効果的な紹介・
斡旋の支援をすることを目的としています。

岐阜県内で就業を希望する歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士や求人を希望する医療機関の要望に応えら
公益社団法人岐阜県歯科医師会歯科医療関係従事者 れるよう、「公益社団法人岐阜県歯科医師会歯科医療関係従事者無料職業紹介所」を設置し、効果的な求人
無料職業紹介所
や求職の紹介・斡旋を実施します。

時間外労働等改善助成金
（時間外労働上限設定コース）

時間外労働の上限設定を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機
器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成します。
【申込締切：平成３０年１２月３日】

時間外労働等改善助成金
（勤務間インターバル導入コース）

勤務間インターバル制度を導入することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管
理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成しま
す。
【申込締切：平成３０年１２月３日】

時間外労働等改善助成金
（職場意識改善コース）

所定労働時間の削減、年次有給休暇取得促進に取り組むこと等を目的として、外部専門家によるコ
ンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その
経費の一部を助成します。
【申込締切：平成３０年１０月１日】

時間外労働等改善助成金
（テレワークコース）

在宅また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中小企業事業主に対してその
経費を助成します。【申込締切：平成３０年１２月３日】

保健衛生業向け腰痛予防対策講習会
（第三次産業労働災害防止対策支援事業）

医療保険業、社会福祉・介護事業における腰痛予防対策として、「職場における腰痛予防対策指針」
の普及促進を図るため、無料の講習会を全国４７都道府県において実施します。岐阜県では平成３
０年度は１０月１７日にワークプラザ岐阜で開催します。

業務改善助成金

事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助
成します。【申込締切：平成３１年１月３１日】

両立支援等助成金
（事業所内保育施設コース）

平成２８年４月より新規受付を停止しています。新たに事業所内保育施設の設置等を行う場合は、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。

両立支援等助成金
（出生時両立支援コース）

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育
児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に、一定額を助成します。

両立支援等助成金
（介護離職防止支援コース）

「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づき職場環境整備に取り組み、「介護支援
プラン」の策定・導入により円滑に介護休業取得・職場復帰をした、または介護のための勤務制限制
度を利用した労働者が生じた事業主に、一定額を助成します。

両立支援等助成金
（育児休業等支援コース）

育児休業の円滑な取得・職場復帰のための取組を行った事業主に対して、一定額を助成します。
《育休取得時、職場復帰時》 中小企業事業主が「育児休業復帰支援プラン」を策定・導入し、プラン
に沿って円滑な育児休業の取得および職場復帰に取り組んだ場合。
《代替要員確保時》 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ休業取得者を原職等に復帰させた
場合。
《職場復帰後支援》 復職後のならし保育や子どもの発熱等による急なお迎えなど、仕事と育児の両
立が特に困難な時期にある労働者の支援に取り組んだ場合。

両立支援等助成金
（再雇用者評価処遇コース）

育児・介護等を理由とした退職者が復職する際、従来の勤務経験が適切に評価され、配置・処遇が
される再雇用制度を導入した上で、希望者を再雇用した事業主に、一定額を助成します。

両立支援等助成金
（女性活躍加速化コース）

女性の活躍に関する数値目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組む事業主や
その取組の結果当該数値目標を達成した事業主に、一定額を助成します。
《加速化Ａコース》 常時雇用労働者数３００人以下の事業主が数値目標達成に向けた取組（取組目
標）を達成した場合。
《加速化Ｎコース》 数値目標を達成した場合。

女性医師等就労環境改善事業（再掲）

女性医師等の離職防止や再就業の促進を図るため、仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の整備
（短時間勤務制度等の導入）を行う病院に対し支援します。

厚生労働省岐阜労働局雇用環境・均等室
【ＴＥＬ：０５８－２４５－１５５０】

岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課医療人
材確保係
℡ ０５８－２７２－８８７９

項目

問い合わせ先

公益社団法人岐阜県歯科医師会
℡ ０５８－２７４－６１１６

就業の促進

助成金・相談事業等名

概要

未就業者の歯科技工士・歯科衛生士に対し、未就業期間の不安を解消すべく、最近の知識・技術の習得を行
歯科技工士・歯科衛生士再チャレンジ・スキルアップ研
うための研修会を実施します。また、希望者には、岐阜県歯科医師会歯科医療関係従事者無料職業紹介所
修事業
から就職の紹介・斡旋を行います。

公益社団法人岐阜県看護協会
岐阜県ナースセンター
℡ ０５８－２７７－１０１０
多治見支所
TEL 0572-26-7880
西濃サテライト
TEL 080-2637-6503
飛騨サテライト
TEL 0９0-5117-4082

ナースセンター事業

・再就業相談、無料看護職員の求人・就職斡旋や情報提供、未就業看護職員
に対する再就業のための研修等を実施します。
・看護職のワーク・ライフ・バランスを推進します。
・看護に関する普及啓発(看護出前授業・看護体験の実施）を行います。
・県内8地区のハローワークにおける就業相談を実施します。
・東濃地域での就業相談を実施します。
・西濃地域での就業相談を実施します。
・飛騨地域での就業相談を実施します。

ハローワーク岐阜
【ＴＥＬ：０５８－２４７－３２１３】

「人材確保・就職支援コーナー」による無料相談

無料相談を通して、福祉分野（医療、介護、保育関係）での人材確保に向けて、サービス提供体制の整備及び
マッチング機能の強化を図ります。

ハローワーク岐阜
【ＴＥＬ：０５８－２４９－２７５５】
ハローワーク大垣
【ＴＥＬ：０５８４－７７－５１７８】
ハローワーク多治見
【ＴＥＬ：０５７２－２２－３３８４】
ハローワーク高山
【ＴＥＬ：０５７７－３２－５４３３】

「マザーズコーナー」による無料相談

子育てしながら就職を希望する者に対する就職支援を実施します。

医師ワーク・ライフ・バランス推進事業（再掲）

出産・育児及び離職後の再就職に不安を抱える女性医師等が相談できる窓口を岐阜県医師会をはじめ地域
医師会や臨床研修病院に設置しています。相談は全て無料です。

一般社団法人岐阜県医師会
℡ ０５８－２７４－１１１１

岐阜県医師無料職業紹介所

岐阜県内で就業を希望する医師や求人を希望する医療機関の要望に応えられるよう、「岐阜県医師無料職業
紹介所」を課内に設置し、効果的な求人や求職の紹介・斡旋を実施します。（手数料は無料）

女性医師等就労環境改善事業（再掲）

女性医師等の離職防止や再就業の促進を図るため、仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の整備
（短時間勤務制度等の導入）を行う病院に対し支援します。

病院内保育所運営費支援事業

病院内保育所の運営費に対し、支援します。

病院内保育所施設整備支援事業

病院内保育所の新築及び増改築等の費用に対し、支援します。

新人看護職員研修事業

新人看護職員を対象に、基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する医療機関に対して、支援し
ます。

岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課医療人材確保係
℡ ０５８－２７２－８８７９

岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課
℡ ０５８－２７２－８２６９

項目

問い合わせ先

助成金・相談事業等名

概要

公益社団法人岐阜県歯科医師会
℡ ０５８－２７４－６１１６

歯科衛生士研修会・歯科技工士研修会

新人歯科衛生士・歯科技工士を対象に基本的な臨床実践能力を獲得するための研修会を実施します。

公益社団法人岐阜県看護協会
℡ ０５８－２７７－１００９

看護職員研修事業

公益社団法人岐阜県診療放射線技師会
TEL・FAX 058-272-0082

放射線技師会研究会・学術活動

一般社団法人岐阜県臨床検査技師会
TEL 058-275-5596
FAX 058-213-0220

学術事業

公益社団法人岐阜県理学療法士会
TEL＆FAX ０５８－２７７－６１６６

地域包括ケアリーダー研修会

地域で活躍する地域包括ケアリーダーを養成するための研修会を実施します。

公益社団法人岐阜県理学療法士会
TEL＆FAX ０５８－２７７－６１６６

訪問養成研修会

訪問リハビリテーションを行うための療法士の質の向上及び技術の普及を図る
ために研修会を実施します。

キャリアアップ助成金

非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成します。

人材開発支援助成金

雇用する労働者に対して、職業訓練などを計画に沿って実施した場合や、人材開発制度を導入し労働者に対
して適用した際に、訓練経費や賃金の一部等を助成します。

次世代育成支援対策推進法に基づく認定
（くるみん・プラチナくるみんマークの取得）

次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、「くるみん」「プラチナくるみん」を取得した企業は、仕事と育
児の両立がしやすい職場であることがアピールでき、企業のイメージアップ、人材確保につながります。

均等・両立推進企業表彰
（ファミリー・フレンドリー企業部門）

仕事と育児・介護との両立を支援するために他の模範となるような取組を行い、その成果が認められる企業を
表彰する制度（厚生労働大臣表彰）で、表彰によりその取組が広く周知され、企業イメージアップ、人材確保に
つながります。

看護の質の向上及び技術の普及を図るとともに、看護の専門職業人としてのキャリア支援を目的に各種研修
会を実施します。

診療放射線技師の質の向上及び技術の普及を図るために、年に１回の学術大会とレントゲン祭並びに講演会
を開催しています。また、技師会傘下に９研究会と２部会が組織されており、それぞれ年に２回の研究会や勉
強会が行われています。

臨床検査技師に対し、学術のみならず職能に関する卒後教育の場を提供し、知識・技術の向上と職域の拡大
を、また会員同士の親睦を図り、会員の臨床検査技師に関する疑問・不安の解消を目指します。

キャリアアップ・人材育成

厚生労働省岐阜労働局職業安定部職業対策課
助成金センター
【ＴＥＬ：０５８－２６３－５６５０】

厚生労働省岐阜労働局雇用環境・均等室
【ＴＥＬ：０５８－２４５－１５５０】

メンタルヘルス対策等産業保健事業に関する相談等

その他

事業者や産業保健スタッフなどを対象に、専門的な相談対応や研修等を行っています。（メンタルヘルス対策
の普及促進のための個別支援等）。また、岐阜県内には、7カ所の地域産業保健センタ－があり、労働者数50
人未満の事業場を対象に、
メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談等を行っています。なお、利用にあたっては全て無
料です。

独立行政法人労働者健康安全機構
岐阜産業保健総合支援センター
【TEL：058－263－2311】

岐阜県健康福祉部子ども・女性局
女性の活躍推進課企画係
℡ ０５８－２７２－８２３７

岐阜県健康福祉部子ども・女性局
女性の活躍推進課企画係
℡ ０５８－２７２－８２３７

治療と職業生活の両立支援事業

事業所を訪問し、治療と職業生活の両立支援に関する制度の導入や、意識啓蒙を図る教育を行っています。
ガイドライン等の普及・啓蒙を目的とした事業者等を対象とするセミナーを行っています。事業者と患者（社員）
の間の仕事と治療の両立に関する調整支援を行い、両立支援プラン・職場復帰支援プランの作成を助言、支
援します。

岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制度

従業員の仕事と家庭の両立支援や女性の活躍・推進に取り組む県内の企業や団体を「岐阜県ワーク・ライフ・
バランス推進企業」として登録する制度を実施しています。

上記の登録企業の中から、優良な取組みや他社の模範となる独自の取組みを
岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業認 実施し、県が定めた要件を満たす企業・団体を「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」として認
定制度
定しています。

