
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過労死等とは、業務における過重な負担による脳・

心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神

障害を原因とする死亡や疾患のことです。 

脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、時間

外・休日労働がおおむね月４５時間を超えて長くな

るほど、業務と発症との関連性が徐々に強まります。 

長時間労働の削減に向け、事業主の方は労働者の労

働時間を正確に把握しましょう。 

また、時間外・休日労働協定（３６協定）の内容を

労働者に周知し、週労働時間が６０時間以上の労働

者をなくすよう務めましょう。 

■詳細・問合せ先 

 厚労省 過労死防止 で検索 

 厚生労働省ＨＰはこちら → 

相談窓口（こころの耳電話相談） 

☎０１２０－５６５－４５５ 

メンタルヘルス不調や過重労働による健康障害に

関することについて、無料で相談に応じています。 

 

 

 

 男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用に

係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取

扱いを求めています。 

 また、業務上の必要性など合理的な理由がない場

合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力

を要件とすること、労働者の募集・採用、昇進、職種

の変更をする際に、転居を伴う転勤に応じることを

要件とすることを、間接差別として禁止しています。  

雇用主の皆様方におかれましては、公正な採用選

考を実施するようお願いいたします。 

例えば… 

「総合職は男性７名、女性３名など、男女別の採用人

数を決めて採用する」 

「募集要項や求人情報等で『男性歓迎』『女性向きの

職種』など、男女のいずれかを優遇しているような表

現をする」 

「面接で女性にだけ子供が生まれた場合の継続就業

意思を質問する」 

これらは全て違法事例です。ただし、業務の遂行上、

一方の性でなければならない職務等は法違反となら

ない場合があります。詳細は下記までお問い合わせ

ください。 

■詳細・問合せ先 

北海道労働局 雇用環境・均等部 

☎０１１－７０９－２７１５ 

 

 

 

 求人に応募がない、すぐに辞めてしまう、従業員の

意欲を向上したい…そんな課題を抱えている事業主

の方に向け、市内で活躍するキャリアコンサルタン

トが効果的な手法や定着のポイントについて解説す

る動画を公開しています。経営者や人事、労務担当の

皆さま、ぜひご覧ください。 

■詳細・問合せ先 

 旭川市 経済部 経済総務課  

 ☎２５－７１５２ 

 旭川市 キャリコン動画 で検索 

 解説動画はこちら →  

だ よ り 
令和４年１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 

 

ＳＴＯＰ！過労死 

公正な選考採用を 

人材の定着や確保について 

お悩みはありませんか 
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令和３年６月に育児・介護休業法が改正されまし

た。改正内容の主なポイントは以下のとおりです。 

令和４年４月１日より段階的に施行されますので、

ご承知おきください。 

１．出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できる

ようになります 

２．雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が 

事業主の義務になります 

３．育児休業を分割して取得できるようになります 

４．有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和 

されます 

５．育児休業取得状況の公表が義務になります 

（※従業員数千人超の企業） 

■詳細・問合せ先 

 北海道労働局 雇用環境・均等部 

☎０１１－７０９－２７１５ 

厚生労働省ＨＰはこちら →  

 

 

 

従業員の方が離職することなく仕事と介護を両立

するには、会社の支援が必要です。 

従業員から介護の相談・退職の相談に困らないよ

う、今のうちに従業員への支援体制を整えておきま

しょう。 

将来介護に直面しそうな従業員がいる、介護に直

面している従業員がいる、法改正によりどんなケー

スが対象となるのか知りたいといった事業者の皆さ

まは、仕事と介護の両立支援のノウハウを備えた「仕

事と家庭の両立支援プランナー」による無料支援を

ご利用いただけます。 

介護対象となる従業員がいなくても、知識を備え

たいといった場合支援を受けられます。訪問のほか、

オンラインでの支援も可能です。 

■詳細・問合せ先 

 厚生労働省委託事業 

育児・介護支援プロジェクト事務局（(株)パソナ） 

☎０３－５５４２－１７４０ 

 

 

 

（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旭川支所、上川中南部障

害者就業・生活支援センターきたのまちとの共催に

より、事業主のためのワークショップ「戦力に育てる

障害者雇用～地元企業の先進的取組に学ぶ～」を開

催します。 

 これから障害者雇用を始めたいと考えている事業

主、現在障害者雇用を進めていて様々な課題に直面

している事業主の皆様を対象に、地元企業による豊

富な障害者雇用経験に基づく講演を通じて、採用の

進め方から定着に向けた雇用管理のノウハウを学ん

でいただき、その後の参加者による意見交換会で疑

問や不安を解消していただきます。 

・開催日時：令和４年１月２１日（金） 

１３：３０～１６：３０ 

・開催場所：イオンモール旭川駅前４階 

イオンホール（旭川市宮下通７丁目） 

・講  師：株式会社クリエイトファニチャー 

代表取締役 岩満 昌史 氏 

申し込みは事前申込制（参加無料）で、以下のＱＲ

コード（申込フォーム）からお願いします。 

■詳細・問合せ先 

北海道障害者職業センター旭川支所 

☎２６－８２３１ 

申し込みはこちら → 

 

 

 

  

厚生労働省では、労働者の雇用維持、雇用環境の整

備、新たな労働者の雇い入れ、仕事と家庭の両立支援

など事業者の目的に合わせた助成金を各種用意して

います。 

ホームページでは取組内容又は対象者から助成金

を検索できますので、ぜひご活用ください。 

■詳細・問合せ先 

雇用関係助成金検索ツール で検索 

 厚生労働省 HP はこちら → 

育児・介護休業法が改正されました 

従業員を介護で離職させないために 

障害者雇用に関する 

事業主ワークショップ開催のご案内 

雇用関係の助成金が検索できます 
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旭川市シルバー人材センターでは、高齢者が働き

やすい臨時的・短期的なお仕事をお引き受けしてい

ます。請負や委任によるこれまでどおりの働き方の

ほか、「派遣先の従業員との混在作業」や「派遣先の

指揮命令を受ける作業」等、多様なニーズにお応えす

ることが可能です。 

除草・草刈りや除雪などの一般作業から、家事援助

サービスまで様々な分野に対応していますので、「仕

事を頼みたい」「どんな仕事を頼めるか知りたい」と

いう方は、お気軽に同センターへご相談ください。 

また、働くことで健康で充実した生活を送りたい、

地域社会の活性化に貢献したい等のお気持ちのある

方がいらっしゃいましたら、同センターの会員も随

時募集していますので、お気軽に問合わせください。 

■詳細・問合せ先 

 旭川市シルバー人材センター 

 住所：旭川市春光町３６３９－４ 

 ☎５１－１６００ 

    センターHP はこちら → 

 

 

  

 

育児・介護からの復帰やコロナ禍において再就職

を目指す女性のため、再就職に向けた準備や面接時

のポイント等の即時活用できる知識を提供するオン

ラインセミナー（Zoom）を開催します。 

参加後も就職まで、就業支援機関であるジョブカ

フェ・ジョブサロン北海道で職務経歴書の書き方や

面接対策などのサポートが受けられます。 

参加費は無料、事前申し込み制です。 

日時：令和４年２月３日（木） 

１３：３０～１５：３０ 

講師：リー 寿美子 氏（キャリアコンサルタント） 

■詳細・問合せ先 

 旭川市 経済部 経済総務課 

 ☎２５－７１５２ 

    旭川市 HP はこちら → 

 

 

 

 石綿（アスベスト）は過去に大量に輸入され、さま

ざまな建築材料や工業製品に使用されてきました。

体内に吸い込むと肺の組織内に長い間滞留し、中皮

腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚といった病気

を引き起こすことがあります。 

吸い込んだ可能性のある方は、建設業などアスベ

スト製品を取り扱う仕事をしたことのある方とその

家族、アスベストを取り扱っていた工場の近隣に住

んでいた方等です。 

アスベストが原因で病気になった場合の補償・救

済制度として、労災保険制度による「労災保険給付」

や、石綿健康被害救済制度による「救済給付」「特別

遺族給付金」を受けられる場合があります。アスベス

トによる健康被害に心あたりがある方は、ぜひ石綿

救済相談ダイヤルへご相談ください。 

また、令和３年６月９日に、「特定石綿被害建設業

務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」

が成立し、同月１６日に公布されました。 

この法律により建設アスベスト給付金制度が創設

され、昭和４７年１０月１日～平成１６年９月３０

日の間に建設現場で石綿にばく露し、石綿関連の疾

病を発症された労働者、一人親方やそのご遺族の方

は、一定の要件を満たす場合に給付金等が支給され

ます。給付金等の支給開始日については、厚生労働省

ホームページ等でお知らせします。 

■詳細・問合せ先 

 石綿救済相談ダイヤル 

 （独立行政法人 環境再生保全機構） 

☎０１２０－３８９－９３１ 

環境再生保全機構ＨＰはこちら →  

労災保険相談ダイヤル 

（厚生労働省） 

☎０５７０－００６０３１ 

 

 

 

 

 

旭川市シルバー人材センターを 

ご活用ください 

女性の再就職支援セミナーを開催します 

石綿健康被害救済制度のご案内 
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上川総合振興局では、働き方改革やテレワークに

関する地域の中小企業者等の相談窓口を設けている

ほか、国が設置する「北海道働き方改革推進センター」

の社会保険労務士による巡回相談を月１回程度定期

的に行っています。 

働き方改革関連法にきちんと対応できているのか

不安、テレワークを導入したいが社内規定や労務管

理の仕方がわからない、といった事業者の皆さま、是

非ご利用ください。相談料は無料、事前申込制です。 

なお、巡回相談に来られない場合には、専門家が会

社を訪問することも可能です。 

対応予定者 今村 速人 氏（社会保険労務士） 

今後の巡回相談予定日 

１／２７（木）・２／２２（火）・３／１７（木） 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止と 

なる場合があります。 

■詳細・問合せ先 

 上川総合振興局 産業振興部 商工労働観光課 

 ☎４６－５９４０ 

 

 

 

 

 

 

 学生やＵＩＪターン希望者など旭川で働きたい若

者の就業を支援し、地域企業の人材確保を後押しす

るため、大学など高等教育機関を卒業後、旭川市内に

本社がある企業等に就業し市内に居住した方に対し、

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。 

採用を予定している企業の皆様におかれましては、

来春の新規学卒者等の採用活動に際し就職希望者の

採用ツールの一つとして、又、内定者に対する支援制

度の一つとして本制度をご活用ください。 

令和４年４月に就業予定で補助を希望する方は、

令和４年３月３１日までに旭川市へ登録する必要が

あります。手続きや要件等の詳細は下記へお問合せ

いただくか、ホームページをご参照ください。 

また、リーフレットの配布に協力いただける事業

主様は旭川市までご連絡お願いいたします。 

■詳細・問合せ先 

 旭川市 経済部 経済総務課 

 ☎２５－７１５２ 

    旭川市ＨＰはこちら → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
トライアルワークセンター 検索 

有料職業紹介事業所（許可番号０１－ユ－３００５９８） 

トライアルワークセンター 

住  所 旭川市２条通７丁目２２７番地の１ マルカツデパート５階 

電  話 ０１６６－７６－１２０３ 

利用時間 火曜日～土曜日 １０：３０～１９：００ 

     （日曜日、月曜日、祝日、年末年始は休み） 

旭川しんきんが職業紹介事業で応援！ 

面接だけでの採用は、雇用のミスマッチや早期離職が起こりえます。 

当センターでは２つの職場体験コースを通して、事業者の人材不足解消のお手伝いをします。 

事業者登録・求人申込は無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。 

○ちょこっと見学【１～２日】 

仕事の内容や職場の雰囲気を知って欲しいとき（賃金支給なし） 

○しっかり体験【３～９０日】 

職場にとって必要な人材かどうか見極めたいとき（賃金支給あり） 

 

有料職業紹介所 トライアルワークセンター のご案内 

 

働き方改革関連特別相談窓口のご案内 奨学金返済補助制度をご活用ください 


