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   同一労働同一賃金の実現にむけて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 雇用のミスマッチ，若年者の早期離職・地域外への

流出，長時間労働による生産性の低下等，地域の雇用

を取り巻く問題が依然として続いており，地域に人

を定着又は呼び込む取組や，女性や高齢者等すべて

の人が活躍できる環境が必要となっていることから，

関係機関と連携し「安定した地域雇用の促進」，「働き

やすい就業環境の整備」を図ります。 

 特に以下の取組は重点施策となっております。 

〇若者地元定着促進事業 

 若者の地元定着やＵＩJ ターンを支援するため，旭

川市企業情報提供サイト「はたらくあさひかわ」の利

用推進，正規雇用奨励金の支給，各種イベント等を実

施します。 

〇旭川まちなかしごとプラザ事業 

 就職支援等に係る一元的な相談を市の中心部で実

施します。  

〇若者地元定着奨学金返済補助事業 

 大学，短大，専門学校等の卒業者が市内に居住かつ

就職した場合に，奨学金返済額の一部を補助します。 

〇はたらく環境づくり支援事業 

 働き方改革の周知・啓発，従業員の人材育成や新し

い働き方による雇用支援のため，セミナーやキャリ

アコンサルタント派遣，テレワーク導入支援，就職困

難者のテレワーク雇用を促す助成を実施します。 

○旭川圏トライアルワーク連携支援事業 

 多様な人材の就業・定着を促進するため，職場体験

やインターンシップの実施を支援します。 

■詳細・問合せ先 

旭川市 経済部 経済総務課 雇用労政係 

電話：２５－７１５２ 

 

  

 

 同一労働同一賃金とは，同一企業・団体における正

規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待

遇差の解消を目指すものです。 

 ２０２１年４月１日より，中小企業においてもパ

ートタイム・有期雇用労働法が適用されます。改正の

ポイントは以下のとおりです。 

・不合理な待遇差の禁止 

・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

・行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解

決手続きの整備 

 これにより，基本給や賞与などあらゆる待遇につ

いて不合理な待遇差を設けることが禁止されるほか，

パートタイム労働者・有期雇用労働者は，正社員との

待遇差の内容や理由などについて，事業主に対して

説明を求めることができるようになります。 

「パート・有期労働ポータルサイト」では，企業が

求められる対応についての解説動画の配信や，自社

の対応状況をチェックできるツールを提供していま

す。また，公正な待遇の確保に向けた企業の取組事例

を紹介していますので，是非ご活用ください。 

■詳細・問合せ先 

（事業主の方のための相談窓口） 

北海道働き方改革推進支援センター 

電話：０８００－９１９－１０７３ 

ＱＲコードからご覧ください 

 

だ よ り 
令和３年４月１日発行 

旭川市経済部経済総務課雇用労政係 

旭川市 6 条通 10 丁目 

旭川市役所第三庁舎 3 階 

Tel：25-7152  Fax：26-7093 

 

令和 3 年度の旭川市雇用関係施策の 

概要について 
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ジョブコーチ支援サービスを 

ご活用ください！ 

「業務改善助成金」のごあんない 

 

 

 

厚生労働省では，新型コロナウイルス感染症の影

響を受けている事業主による雇用維持の取組として，

雇用シェア（在籍型出向制度）の活用を支援していま

す。 

○産業雇用安定助成金 

コロナ禍により事業活動の一時的な縮小を余儀な

くされた事業主が，出向により労働者の雇用を維持

する場合に，出向元と出向先の双方の事業主に対し

て助成される助成金です。 

出向運営経費（賃金，教育訓練等に関する調整経費

など）や初期経費（就業規則や契約書の整備費用，出

向受入れに用意する機器・備品等）が助成対象となり

ます。詳細は下記問合せ先まで 

■詳細・問合せ先 

ハローワーク旭川 事業所第２部門 

電話：５１－０１７６（音声案内 32＃）  

 

○産業雇用安定センター 

（公財）産業雇用安定センターでは，コロナ禍によ

り一時的に雇用過剰となった企業が，従業員の雇用

を守るため，人手不足等の企業との間で「出向」を活

用しようとする場合に，双方の企業に対して出向の

マッチングを無料で行っています。 

■詳細・問合せ先 

（公財）産業雇用安定センター北海道事務所 

電話：０１１－２３２－３８５３ 

※相談費用は無料  

 

 

  

 

 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部 

北海道障害者職業センターでは、障害のある方が働

く企業及び本人のニーズに合わせて、課題や適応状

況を確認した上で、オーダーメイド型の支援サービ

ス「ジョブコーチ支援」を行っています。 

 ジョブコーチ支援とは、障害のある方が働く企業

に一定期間ジョブコーチが訪問し、本人と企業の双

方に支援を行うサービスです。本人に対しては「職場

適応に向けた助言・援助」を、企業に対しては「雇用

管理に関する助言」を行います。特に、障害のある方

を直接指導、サポートする担当者に対して、具体的な

ノウハウをお伝えします。全て無料で利用できるサ

ービスとなっていますので、まずはご連絡ください。 

■詳細・問合せ先 

 北海道障害者職業センター旭川支所 

 電話：２６－８２３１ 

 ＦＡＸ：２６－８２３２ 

 Email ：asahikawa-ctr@jeed.or.jp 

 

  

 

障害に関係なく，希望や能力に応じて、誰もが職業

を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の

下，全ての事業主には，法定雇用率以上の割合で障害

者を雇用する義務があります。この法定雇用率が，令

和３年３月１日から民間企業では，２．２％から２．

３％に引き上げられました。これに伴い，対象となる

事業主の範囲が従業員４３．５人以上に広がります

ので，ご注意ください。 

■詳細・問合せ先 

 ハローワーク旭川 

電話：５１－０１７６ 

 

 

 

業務改善助成金は，生産性を向上させ，「事業場内

で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」の引き上げを

図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ，設備投

資（機械設備，コンサルティング導入や人材育成・教

育訓練）などを行った場合に，その費用の一部を助成

します。その他要件については，下記問合せ先又はＱ

Ｒコードの厚生労働省ＨＰにてご確認ください。 

■詳細・問合せ先 

 北海道労働局 雇用環境・均等部 

電話：０１１－７０７－２７００ 

雇用シェア（在籍型出向制度）の 

活用について 

障害者の法定雇用率が 

引き上げられます！ 
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労務管理・安全衛生管理 

診断サイトをご活用ください！ 

～福利厚生の充実で会社の魅力 UP～ 

旭川市勤労者共済センターのご活用を！ 

ハラスメント防止対策の強化・見直しを！ 

職場のトラブルで困ったときは 

 

  

 厚生労働省が開設している労務管理・安全衛生管

理診断サイト「スタートアップ労働条件」では，設問

に答えて就労環境を診断できる「ＷＥＢ診断」「働き

方改革関連法セルフチェック」，そのまま使える「３

６協定届作成支援ツール」「就業規則作成支援ツール」

を提供しています。 

 ＷＥＢ診断では結果がレーダーチャートで表示さ

れ，改善すべき点や伸ばしていくべき点を容易に発

見することができます。 

また，時間外労働を行うには３６協定届，常時１０

人以上の労働者を使用している事業所では就業規則

を労働基準監督署へ届け出る必要があります。 

ツールで作成したものはそのまま提出

できますので，是非お役立てください。 

■詳細・問合せ先 

 ＨＰ：スタートアップ労働条件で検索 

 

 

 

 

 旭川市勤労者共済センターでは，市内中小企業で

働く皆さまのため，職場の福利厚生の充実をお手伝

いしています。会員事業所を随時募集していますの

で，是非ご利用ください。 

◯福利厚生の充実 

 会員と家族の健康推進，レクリエーションや各種

助成などを実施しています。 

◯共済給付 

 各種お祝い金，弔慰金，お見舞い金，退会餞別金等

の給付が受けられます。 

◯対象 

 旭川市内の中小企業で働く 15 歳以上の方。事業

主，従業員，パートの方なども含みます。 

※事業所単位でお申込みください。 

◯料金 

 お一人月額 600 円 

■詳細・問合せ先 

（一財）旭川市勤労者共済センター 

 電話：２３－９９９７ 

 

 

 令和２年６月１日より，職場におけるハラスメン

ト防止対策が強化され，パワーハラスメント防止措

置が事業主の義務となっています。 

中小企業事業主の義務化は令和４年４月１日から

（それまでは努力義務）ですが，早めの対応をご検討

ください。 

また，セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出

産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策

は，事業規模に関わらず，全ての事業主に義務付けら

れています。 

「ハラスメント悩み相談室」では，会社内で起きた

ハラスメント対応にお困りの事業主・人事労務担当

者の方のため，弁護士による無料電話相談を受け付

けています。相談には事前予約が必要ですので，ＱＲ

コードよりお申込みください。 

また，職場でのハラスメントに悩んでいる方の相

談は電話とメールで受け付けています。お気軽にご

相談ください。 

■詳細・問合せ先 

ハラスメント悩み相談室 

電話：０１２０－７１４－８６４ 

月～金 １２時～２１時 

土・日 １０時～１７時 

 ※サイト内からメールでの相談ができます。 

 

 

 

 「突然解雇を言い渡された」「会社が倒産したが未

払い賃金がある」などの労働問題に対する相談窓口

として，北海道では「労働相談ホットライン」を設置

しているほか，旭川労働基準監督署でも労働相談を

受け付けていますので，気兼ねなくご利用ください。 

■詳細・問合せ先 

 労働相談ホットライン 

 電話：０１２０－８１－６１０５ 

 月～金 １７時～２０時  土 １３時～１６時 

 旭川労働基準監督署 

 電話：９９－４７０３ 

 月～金 ８時３０分～１７時１５分 
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勤労者生活安定資金のごあんない 
旭川高等支援学校の「就労体験」の 

受け入れにご協力ください。 
 

 

旭川市では，中小企業にお勤めの方や季節労働者

の方に対し，教育資金（入学金・授業料など）や一般

資金（医療費・冠婚葬祭費など）の貸付制度をご用意

しています。 

お申込みできる方は，両方の条件を満たす方です。 

１ 市内に１年以上居住し，中小企業の従業員とし

て現在の職場に１年以上継続して勤務している方ま

たは，季節労働者の方で，過去２年間で通算１２か月

以上同じ事業所に継続して勤務している方 

２ 市・道民税の未納がない方 

※北海道労働金庫の審査の際，別途要件を定める場

合があります。 

その他貸付条件等については市ＨＰよりご覧いた

だけます。 

なお，申込，審査及び決定その他必要な手続きは，

北海道労働金庫旭川支店で行います。 

■詳細・問合せ先 

 （事業について） 

旭川市 経済部 経済総務課 雇用労政係 

電話：２5－７１５２ 

（申込み・審査等について） 

北海道労働金庫旭川支店 

電話：２６－４２３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本校は旧旭川市立聖園中学校の校舎を利用し、知

的発達に遅れのある高校生の学び舎として、平成２

８年４月に開校した高等支援学校です。 

 将来、地域で働き生活できる力を養うことを目的

に、生徒の実態に応じ、職業自立を目指した体験的な

学習や、将来の社会生活を考慮した各教科の学習な

どのカリキュラムにより教育活動を行っています。 

 それら教育活動の一つとして、本校では年間数回

の「就労体験」を実施しています。週３日間程度のも

のから、２週間や４週間の長期に渡るものまで、学年

や学科のカリキュラムに合わせて実施しています。

開校以来、御協力いただいた企業・店舗数は１００を

超え、皆様に支えられながら生徒たちは社会参加に

向けて努力を続けております。 

 小さな歩みでも一歩一歩前進しようとする本校生

徒の就労体験の受け入れについて、ぜひ御理解と御

協力をお願いいたします。 

■詳細・問合せ先 

 北海道旭川高等支援学校 

旭川市５条西５丁目（旧聖園中学校校舎） 

電話：２９－５５７５ 

進路指導部 中島 恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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/ 

旭川市が運営する，旭川で働きたい方のための企業情報提供サイト 

“はたらくあさひかわ”。 

取材を通して市内企業の情報や仕事の魅力をお伝えし，地域の方をは

じめ，首都圏や札幌圏の方にも，たくさんご覧いただいています。 

掲載企業は随時募集していますので，是非登録の上ご利用ください。

掲載費用は無料です。 

サイト内求人情報ページ「はたらくあさひかわプラス」では，求人情

報の掲載に加え，登録求職者検索やＷＥＢ履歴書閲覧，メッセージ交換

などが可能です。 

 情報発信や採用活動にご活用ください。 

 

 
【お問合せ】 旭川市 経済部 経済総務課 雇用労政係  電話：25-7152 

ページからお願いします 

ご登録は「企業の皆さまへ」 

はたらくあさひかわ 検索 


