高年齢者の就業を促進する事業の
モデル地域に選定されました

旭 川

～北海道アクティブシニア就労・社会参加応援事業～

労政だより

北海道では，元気な高年齢者が高い意欲と長い人
生で培った多様なスキル・経験を活かして積極的に
社会参加できるよう，旭川市をモデル地域として，高
年齢者雇用の課題調査や就業先開拓，就業相談など

平成 29 年７月１日発行

の事業を実施する計画です。

旭川市経済観光部経済総務課雇用労政係

この事業に関する調査や各種事業などへのご協力

旭川市 6 条通 10 丁目

をお願いします。

旭川市第三庁舎 3 階

・高年齢者の就業に関する企業・高年齢者への調査

Tel：25-7152 Fax：26-7093

・職域開拓や受入企業へのモニター派遣による好事
例の創出
・企業・高年齢者向けセミナーの開催
・アクティブシニアサポートセンターの開設

～旭川市からのお願い～

など

■詳細

旭川市労働基本調査にご協力ください

・社会福祉法人 北海道社会福祉協議会

旭川市では，市内にお勤めの方の雇用実態を把握

電話：０１１－２４１－３９７６

し，今後の労働条件の改善及び労働力の確保・定着に
役立てるため，２年ごとに市内の従業員数５人以上

「無期転換ルール」申込みに助成金活用を

の企業約１，０００社にサンプル調査を実施してい
ます。今年は調査年に当たり，業務委託先から本年７

「無期転換ルール」とは,平成２５年４月１日以降

月下旬頃にアンケートの調査票を送付する予定です

に有期雇用契約が反復更新されて通算５年を超えた

ので，受け取られた企業の皆様は，回答にご協力くだ

ときは，労働者の申込みにより期間の定めのない労

さい。

働契約に転換できるルールです。

■詳細・問合せ先

平成３０年４月より有期契約労働者からの無期転

旭川市 経済観光部 経済総務課 雇用労政係

換申込が見込まれることから，キャリアアップ助成

電話：２５－７１５２

金の活用による処遇改善等，「無期転換ルール」の申
込みに向けご検討ください。

雇用保険制度が変わりました

■詳細・問合せ先

雇用保険法が一部改正されました。

北海道労働局雇用環境・均等部

１．平成２９年度雇用保険料率を労働者負担・事業主

ホームページ：無期転換サイト

負担ともに前年度比１/１０００ずつ引下げ。

検索

改正育児・介護休業法がスタートします

２．育児休業期間を最長２歳まで再延長できること
となったことに伴い，育児休業給付金の給付期間も

育児・介護休業法が改正され，平成２９年１０月１

最長２歳まで延長。（平成 29 年 10 月 1 日施行）

日より，子供が保育所等に入れない場合，育児休業期

３．倒産・解雇等により離職した３０～４５歳未満の

間を２歳まで再延長できるようになります。

者の所定給付日数の引き上げ

など（一部の拡充は

就業規則の整備等の準備をお願いします。

平成 29 年 8 月 1 日又は平成 30 年 1 月 1 日施行）

■詳細・問合せ先

■詳細・問合せ先
・ハローワーク旭川

北海道労働局雇用環境・均等部
電話：５１－０１７６

電話：０１１－７０９－２７１５
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旭川市中小企業従業員等永年勤続表彰
被表彰者をご推薦ください

市内企業に就職する方の
奨学金返済支援制度をご活用ください

旭川市では，この度，本市中小企業の更なる振興を

学生やＵＩターン希望者など旭川で働きたい若者

図るため，広く本市の中小企業に関し功績があった

の就職を支援し，地域企業の人材確保を後押しする

と認められる方を表彰できるよう，旭川市中小企業

ため，大学など高等教育機関を卒業後，旭川市内に本

従業員等永年勤続表彰の表彰基準を見直しました。

社がある企業等に就職し地域に定着（市内での就業・

表彰の基準を満たす従業員等をご推薦ください。

居住）した方に対し，在学中に借り入れた独立行政法
人日本学生支援機構第一種奨学金の返済の一部を補
助しています。

旭川市中小企業従業員等永年勤続表彰

採用を予定している企業の皆様におかれましては，

次の１～４の条件をすべて満たしている方

来春の新規学卒者等の採用活動に際し，就職希望者

１．同一事業所において勤続年数が３０年，４０

に対し本制度を説明するなど，旭川へ就職するメリ

年，５０年に達している。

ットとして採用活動にご活用ください。

２．市内の中小企業の振興に関し功績があったと

補助を希望する方には，市内で就職する前年度（在

認められる。

学中）に旭川市へ登録いただく必要がありますので，

※次の(1)，(2)のいずれか１つ以上に該当す
表
彰
の
基
準

手続きや要件等の詳細は下記へお問合せいただくか，

ること

ホームページをご参照ください。

(1) 市内の中小企業又は組合等に勤務してい

■詳細・申請先

る。
（市外に有する事業所に勤務している者

・旭川市 経済観光部 経済総務課 雇用労政係

を含む。
）

電話：２５－７１５２

(2) 市内の組合等に所属している事業所に勤

ホームページ：

務している市民である。

旭川市若者地元定着奨学金返済補助金で検索

３．他の従業員の模範となっている。
４．過去に本市から，今回表彰を受けようとする
勤続年数と同じ勤続年数で中小企業従業員等

建設業ビジネスマッチング事業の
参加企業を募集しています

永年勤続表彰を受けていない。

推 当該従業員等を雇用している中小企業，大企業
薦
者 又は組合等の代表者

季節労働者の通年雇用化を支援している上川中部
季節労働者通年雇用促進協議会では，冬期の仕事確

被表彰者ごとに，次の書類を提出してくださ

保を支援するため，本州企業との商談会を開催しま

い。（下記申請先ホームページからダウンロード

す。本州企業の参加条件などは下記にお問合せくだ

提
できます）
出
書 １．旭川市中小企業従業員等永年勤続表彰推薦書
類
（様式１号）

さい。ホームページにも随時情報を掲載します。
日時：平成２９年９月１４日（木）
午前１０時～午後３時

２．履歴書（様式２号）

場所：アートホテル旭川（旭川市７条通６丁目）
■詳細・申込先

■詳細・申請先

・上川中部季節労働者通年雇用促進協議会

・旭川市 経済観光部 経済総務課 経済企画係

（事務局：旭川市経済観光部経済総務課内）

電話：２５－７１５２
ホームページ：旭川市

電話：２６－３６０１

永年勤続表彰で検索

ホームページ：上川

通年雇用
で検索
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旭川市ワーク・ライフ・バランス
推進事業者を表彰します

テレワークで働き方改革しませんか？
テレワークとは，情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し

旭川市は，仕事と生活の調和，いわゆるワーク・ラ

た，場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方の

イフ・バランスに関する意識の向上と，働きやすい職

ことです。パソコンや携帯電話等の情報通信機器を

場環境づくりを促進するために，ワーク・ライフ・バ

使えば，職場から離れた場所でも，ＷＥＢ上で会議に

ランスに積極的に取り組む企業を表彰します。

参加したり，業務の進行状況を共有したりすること

市内に事業所があり，所定外労働時間の削減や休

が可能で，地方の中小企業にとって大きな課題であ

暇取得促進などに取り組まれている事業者が対象と

る人材不足の解消や生産性向上に繋がります。

なります。自薦他薦は問いません。９月２２日までに

旭川市では、市内の企業等におけるテレワークの

所定の推薦書に必要事項を記載し，応募をお願いし

導入と効果的な活用を支援するため，専門家を派遣

ます。

する旭川市テレワーク普及促進員派遣事業や，新た

■詳細・問合せ先

にテレワークを導入・実施した市内の企業等に対し

・旭川市 総合政策部政策調整課男女共同参画担当

助成する旭川市テレワーク導入奨励金の支給を実施

電話：２５－５３５８

しています。

ホームページ：旭川市

ワークライフバランス

雇用型テレワークに関心がある事業者の皆さまは

で検索

お気軽にご相談ください。
■詳細・問合せ先

旭川市ワーク・ライフ・バランス
アドバイザーを派遣します

・旭川市 経済観光部 経済総務課 雇用労政係
電話：２５－７１５２
ホームページ：
旭川市

旭川市が派遣するワーク・ライフ・バランスアドバ
テレワーク

働き方で検索

イザー（社会保険保険労務士）から，労働時間の短縮
や就業規則の整備・見直しをはじめとした労務改善
についてのアドバイスなどを受けることができます。

「職場意識改善助成金」のご案内
（テレワークコース）

派遣費用は無料ですので，ぜひご活用ください。
□派遣対象や支援内容

テレワークを新規で導入又は継続して活用する中

市内に事業所がある常時雇用３００人以下の事業

小企業事業主を対象に，テレワーク用通信機器の導

者を対象に，育児や介護・看護のための休業制度の導

入・運用や就業規則の作成・変更などに要した経費等

入や活用，女性の活躍促進に関することなど，年度内

について，成果目標や評価期間に応じ，一部を助成し

に３回まで派遣を受けることができます。

ます。
（補助率１／２又は３／４，１企業当たり上限

■詳細・問合せ先

額最大１５０万円）

・旭川市 総合政策部政策調整課男女共同参画担当

「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」や「事

電話：２５－５３５８

業実施計画書」など事前に提出資料が必要ですので，

ホームページ：旭川市

詳細は下記までお問合せください。

で検索

（平成２９年１２月１日（金）締切）
■詳細・問合せ先
・テレワーク相談センター（厚生労働省委託事業）
電話：０１２０－９１－６４７９
ホームページ：テレワーク

ワークライフバランス

相談で検索
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中途採用者雇用に際し
助成金をご活用ください

旭川市若年者等正規雇用奨励金を
ご活用ください

厚生労働省では，転職者の受入に取り組む事業者

市内に居住する若年者（４５歳未満の者），障害者

に対し，中途採用者割合の拡大や中高年齢者を初め

及び季節労働者の正規雇用を促進し，安定的な雇用

て採用した場合に，労働移動支援助成金（中途採用拡

を支援するため，トライアル雇用奨励金又は障害者

大コース）を支給しています。申請手続きや支給要件

トライアル雇用奨励金を受給し，トライアル雇用後

など，詳しくはホームページ又はハローワークまで

に正規雇用した事業主に対して助成金を支給します。

お問い合わせください。

□支給額

□助成金の概要

対象労働者１人につき５万円

１．中途採用率向上

□支給対象となる事業者

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で，

次の条件をいずれも満たす旭川市内に事業所を有

中途採用率を向上させた事業主に対する助成で，

する法人又は個人事業主

１事業所当たり５０万円を支給

１．対象労働者をトライアル雇用し、トライアル雇

２．４５歳以上初採用

用奨励金又は障害者トライアル雇用奨励金を受給

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で，

した事業者であること。

初めて４５歳以上の方を採用した事業主に対す

２．旭川市内に住所を有する対象労働者をトライア

る助成で，１事業所当たり６０万円を支給

ル雇用終了後、正規雇用として雇い入れ、引き続き

□助成金の支給対象者

１か月以上、雇用保険の一般被保険者（ただし、１

中途採用率向上は１～３，４５歳以上初採用は

週間の所定労働時間が３０時間未満の者を除く。）

１～４の全てに該当する方

として雇用し、旭川市への奨励金交付申請時にお

１．中途採用者として雇い入れられる方

いても継続して雇用している事業者であること。

２．雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者

□申請

として雇い入れられる方

トライアル雇用した期間に係る国の助成金支給決

３．期間の定めのない労働者（パートタイム労働

定通知日の翌日から起算して２か月以内に旭川市へ

者を除く）として雇い入れられる方

申請。提出書類や申請書等の詳細はホームページを

４．雇入れ時の年齢が４５歳以上である方

ご確認ください。※平成２９年度から申請書様式を

■詳細・問合せ先

改正しました。必ず最新版のものをお使いください。

■詳細・申請先

・ハローワーク旭川
電話：５１－０１７６
ホームページ：
労働移動支援助成金 中途採用拡大コース
で検索

・旭川市 経済観光部 経済総務課 雇用労政係
電話：２５－７１５２
ホームページ：旭川市

正規雇用奨励金で検索

企業情報提供サイト「はたらく あさひかわ」をご利用ください
https://www.hataraku-asahikawa.jp/
旭川市では，地元の若者やＵＩＪターンを希望する方との橋渡しを
目的とした企業紹介サイト「はたらくあさひかわ」を運営しています。
取材にお伺いして記事を作成し，企業や仕事，働く人の魅力をサイト
で紹介していくほか，求人情報などを掲載します。平成２９年度には，
登録求職者と掲載企業がサイト上で連絡可能となる仕組みを構築します。
掲載内容など，お気軽にお問い合わせください。
【お問合せ】

はたらくあさひかわ

検索

企業登録フォームをご利用ください

旭川市 経済観光部 経済総務課 雇用労政係
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電話：２５－７１５２

