旭 川

65 歳超雇用推進助成金のご案内

労政だより

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で
は，高齢者の雇用の確保，障害者の職業的自立の推
進，求職者その他労働者の職業能力の開発及び向上
のために，総合的な支援を実施しています。

平成 30 年７月１日発行

高齢者雇用に係る給付金として６５歳超雇用推進

旭川市経済部経済総務課雇用労政係

助成金をご案内します。

旭川市 6 条通 10 丁目

１

旭川市役所第三庁舎 3 階

６５歳超継続雇用促進コース
６５歳以上への定年の引上げ，定年の定めの廃

Tel：25-7152 Fax：26-7093

止又は希望者全員を対象とする６６歳以上の継続
雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業
主に対して，実施した措置に応じて費用の一部を
助成します。
２

事業所向け「職場で始める
プラス１の健康づくり」のご案内

高年齢者雇用環境整備支援コース
高年齢者の雇用の安定のために以下の雇用環境
整備の措置を実施した事業主に対して，措置に要

職場において従業員が元気に働き続けることは，

した費用の一部を助成します。

従業員自身や事業主にとって有益です。従業員が健

・機械設備，作業方法又は作業環境の導入又は

康で，一人ひとりの力が充分に発揮されれば，事業所

改善

の生産性は高まります。また，従業員の健康を大切に

・賃金，能力評価，労働時間等の雇用管理制度

している事業者の姿勢は信頼関係につながり，職場

の見直し又は導入及び健康管理に関する制度の

内のコミュニケーションも向上します。

導入

本市では，市内事業所を対象に，職場でも気軽に行

３

える健康づくりのメニューを提案し，働く世代の

高年齢者無期雇用転換コース
５０歳以上で定年年齢未満の有期雇用労働者を

方々の健康づくりをサポートします。

転換制度に基づき，無期雇用労働者に転換させた

「具体的に何をどのようにすればいいかわからな

事業主に対して，対象者数に応じて一定額を助成

い」
「健康づくりには関心はあるが，取り組むきっか

します。

けがない」という方は，ぜひ「職場 de 健康づくりプ

■詳細・問合せ先

ラス１」のメニューをご活用ください。費用は無料で

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

す。

北海道支部

高齢・障害者業務課

電話：０１１－６２２－３３５１
ホームページ：高齢者の雇用支援で検索
■詳細・問合せ先
・旭川市

保健所

保健指導課

電話：０１６６－２５－６３６５
ホームページ：旭川市

健康づくりプラス１
で検索
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育児・介護・病気治療と

中小企業者の皆様への金融支援について

仕事の両立支援制度

旭川市では，市内の中小企業者の皆様が，経営の安

価値観の多様化や労働力人口の減少といった昨今

定化や経営基盤の強化等のために必要な事業資金を

の環境変化に伴い，厚生労働省は全員参加型の社会

円滑に調達していただくため，低利な融資制度「中小

の実現を目指し，労働者のワークライフバランス向

企業振興資金融資制度」を設けており，一部の資金メ

上に資する取組に対する支援をしています。ご活用

ニューには，利子や信用保証料の補助もあり，利用企

ください。

業に対する借入負担軽減の支援を行っております。

○両立支援等助成金

また，日本政策金融公庫から新規開業者向けの融

コース名
出生時両立支
援コース

資を利用された事業者の方を対象とした利子補給制
度もあります。要件等詳しい内容はお問い合わせく

介護離職防止支 労働者に対する仕事と介護の両立支援に関する取組を
援コース
行い，介護休業や介護のための勤務制限制度を利用さ
せる。

ださい。
■詳細
・旭川市

経済部

経済総務課

・介護休業
３８～７２万円
・介護制度
１９～３６万円

育児休業等支援 育休復帰支援プランを作成し，労働者に育児休業取得・ ２８．５万円～
コース
職場復帰させる，育児休業代替要員を確保する，または ※対象労働者数や実施
子の看護休暇等の制度を導入し，利用させる。
する取組の内容による

金融支援係

再雇用者評価処 育児・介護を理由とした退職者の復職支援の取組を行
遇コース
い，希望者を再雇用する。

電話：２５－７０４２
ホームページ：旭川市

対象となる措置
支給額
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい ２８．５万円～
職場環境整備を行い，男性に育児休業等を取得させる。 ※対象労働者数や企業
規模等による

金融支援で検索

１４．２５万円～
※対象労働者数や企業
規模等による

女性活躍加速化 女性活躍推進のための行動計画に基づいた取組目標又 ２８．５～６０万円
コース
は数値目標を達成する。

「北海道働き方改革推進支援・賃金相談
センター」が開設されました

○障害者雇用安定助成金
コース名

「働き方改革」に取り組む中小企業・小規模事業者
等を支援するため，平成３０年４月から「北海道働き

対象となる措置
○環境整備助成
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療
と仕事を両立させるための柔軟な勤務制度
や休暇制度を導入し，且つ，両立支援に関
する専門人材を配置する。

障害や傷病治療と仕事の
両立支援コース
○制度活用助成
がん等の反復・継続して治療が必要となる
傷病を抱える労働者のために，両立支援
コーディネーターを活用して社内制度を運用
し，就業上の措置を行う。

方改革推進支援・賃金相談センター」が札幌市に，ま
た５月からは旭川市に出張所が開設されました。

支給額
・企業在籍型職場適
応援助者を配置した
場合：３０万円
・両立支援コーディ
ネーターを配置した場
合：２０万円
・対象労働者が有期
契約の場合：２０万円
・対象労働者の雇用
期間に定めのない場
合：２０万円

当センターは，厚生労働省の委託事業であり，社会
保険労務士などの労務管理・企業経営の専門家が，無

〇情報提供（マニュアル，ガイドライン，事例等）

料で，雇用管理改善や就業規則の見直しなどの技術

・女性の活躍・両立支援総合サイト「両立支援のひろば」

的な助言，提案を行います。

・企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル

ご希望により，企業への訪問による支援にも対応

・事業場における治療と職業生活の両立支援のため

しています。

のガイドラインなど（厚生労働省ホームページ）

■詳細・問合せ先

■詳細

・北海道働き方改革推進支援・賃金相談センター

・北海道労働局

電話：０８００－９１３－１０７３

電話：０１１－７０９－２３１

・旭川出張所
電話：０１２０－３３２－３６０
ホームページ：北海道

働き方センターで検索
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（仮題）中小企業のための
育児・介護両立支援セミナーのご案内

平成３０年度の
人材育成助成事業のお知らせ

貴重な人材を長く職場に定着させるためには「仕

一般財団法人旭川産業創造プラザでは、道北地域

事と子育て」
「仕事と介護」の両立に不安を持つ従業

（上川・留萌・宗谷）における中小企業が行う技術

員が，安心して継続就業できる環境作りと両立支援

者等の研修事業に対し、その経費の一部を助成する

することが求められます。本セミナーでは，育児・介

人材育成助成事業を実施しています。

護休業制度を初めて導入する，またはブラッシュア

本事業は、技術者等を先進企業や試験研究機関等

ップをお考えの経営者・人事労務ご担当者の方に役

へ派遣して研修を受けさせる「派遣研修事業」と、

立つ内容となっております。セミナー後は個別支援

専門家等の招へいによる技術者等の研修及び技術指

相談会も予定していますので，ぜひご参加ください。

導を受ける「自主研修事業」の２種類があります。

日時：平成３０年８月２１日（火）

従業員のスキルアップや専門知識向上等のため

午後１：３０～午後５：００

に、ぜひご活用ください。

場所：ときわ市民ホール（旭川市５条４丁目）

〇募集期間

研修室１０１

２月２８日まで

■詳細・問合せ先
・旭川市

：平成３０年５月１日から平成３１年

※予算がなくなり次第、終了となりま

総合政策部

す。

政策調整課男女共同参画担当

〇対象企業

電話：２５－５３５８

：道北地域にあって、６か月以上事業
を行っている中小企業及び中小企業者
によるグループ

異業種ビジネスマッチングイベント
を開催します
参加企業を募集しています

〇助成率

：対象経費の１／２以内

〇助成限度額：１０万円以内

季節労働者の通年雇用化を支援している上川中部

※ただし、当財団の予算の範囲で調

季節労働者通年雇用促進協議会では，冬季の仕事を

整させていただく場合があります。

新たに開拓する場を提供し通年雇用を支援するため，

〇対象経費

：年度内に支出する次に掲げる経費

地元企業を中心とした異業種間での商談の場を提供

派遣研修事業：交通費、滞在費、受

するビジネスマッチングイベントを開催します。

講費など

このほか，企業経営者向けの基調講演も予定して

自主研修事業：講師等招へい費（謝

います。企業の参加条件などは下記にお問合せくだ

金、旅費）
、機材等賃借料、会場使

さい。ホームページにも随時情報を掲載します。

用料など

日時：平成３０年１０月４日（木）

■詳細・問合せ先

午前１１時００分～午後４時００分

・一般財団法人

場所：旭川地場産業振興センター（道の駅あさひか

旭川産業創造プラザ
企業支援グループ

わ）
（旭川市神楽４条６丁目）

電話：６８－２８２０

■詳細・申込先

ホームページ：旭川産業創造プラザで検索

・上川中部季節労働者通年雇用促進協議会
（事務局：旭川市経済部経済総務課内）
電話：２６－３６０１
ホームページ：上川 通年雇用
で検索
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旭川市中小企業従業員等永年勤続表彰

障害者職場実習支援事業のご案内

被表彰者をご推薦ください
本市中小企業の振興を図るため，旭川市中小企業

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で

振興基本条例第１７条に基づき，旭川市中小企業従

は，障害者を雇用したことがない事業主，精神障害

業員等永年勤続表彰を行います。表彰の基準を満た

者を雇用したことがない事業主の皆様が，障害者の

す従業員等をご推薦ください。

受入を進めるため，就職を目指す障害者を対象とし
て職場実習を計画し，実習生を受入れた場合に，障

旭川市中小企業従業員等永年勤続表彰

表
彰
の
基
準

推
薦
者
提
出
書
類

害者就業実習受入謝金等を支給します。

次の１～４の条件をすべて満たしている方
１． 同一事業所において勤続年数が３０年，
４０年，５０年に達している。
２． 市内の中小企業の振興に関し功績があっ
たと認められる。
※次の(1)，(2)のいずれか１つ以上に該当
すること
(1) 市内の中小企業又は組合等に勤務して
いる。（市外に有する事業所に勤務してい
る者を含む。）
(2) 市内の組合等に所属している事業所に
勤務している市民である。
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
従業員等永年勤続表彰を受けていない。

対象となる障害者

支給額

職場実習の受入

職場実習受入謝金

①過去3年間，障害者
・実習期間
の雇用実績がない事業
1週間～1か月
主の場合
（５～20日間程度）
・身体障害者
・１日当たりの実習時間
・知的障害者
３時間程度～
・精神障害者

■詳細・問合せ先
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
北海道支部

高齢・障害者業務課

電話：０１１－６２２－３３５１

■詳細・問合せ先
経済総務課

ホームページ：障害者実習で検索

経済企画係

電話：２５－７１５２
ホームページ：旭川市

永年勤続表彰で検索

“はたらくあさひかわ” で仕事や求人を紹介します
https://www.hataraku-asahikawa.jp/

登録は「企業の皆さまへ」
ページからお願いします

旭川で働きたい方のために、企業情報や仕事の魅力を伝える旭川市企業情報提供
サイト“はたらくあさひかわ”
。 企業や仕事を取材して記事を掲載し、紹介してい
るほか、求人情報も掲載しています。
求人情報ページ“はたらくあさひかわプラス”では、求職者と企業がメッセージ交換
できたり、ｗｅｂでの履歴書確認、スカウトが可能など便利な機能があります。
求人情報

掲載企業を随時募集中です。是非ご利用ください。
は
（求人情報の掲載には“はたらくあさひかわ”への記事掲載が必要です）
【お問合せ】 旭川市 経済部 経済総務課 雇用労政係

【お問合せ】

旭川市 経済部 経済総務課 雇用労政係

同一年度
２回まで

【留意事項】
●認定申請書の提出期限は，職場実習を開始しようとする日の１か月前までです。
●職場実習計画の認定や進め方については，最寄りのハローワークや支援機関等にご相
談ください。

被表彰者ごとに，次の書類を提出してくださ
い。
１． 旭川市中小企業従業員等永年勤続表彰
推薦書（様式１）
２． 履歴書（様式２）

経済部

支給回数

・実習対象者１名につき
１日 5,000円
・限度額
同一年度で50万円

②過去3年間，精神障
実習指導員（※）の委嘱
実習指導員への謝金
害者の雇用実績がない
1日 16,000円
事業主の場合
（※）実習指導員の要件
・精神障害者
・職場適応援助者養成研修
１日の支援時間が
修了者で，障害者に対する就 ４時間未満の場合
（注）同時期に実施でき
労支援の経験が１年以上あ
8,000円
る実習対象者は，実習
る方
を指導する者1名につき
・障害者に対する就労支援や
3名まで
雇用管理の経験が３年以上
ある方

当 該 従 業 員 等 を 雇 用し てい る中 小企 業， 大企
業又は組合等の代表者

・旭川市

対象となる措置

電話：２５－７１５２
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電話：２５－７１５２

はたらくあさひかわ 検索

