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 従業員の高齢化、雇用のミスマッチ、若年者の早期

離職・地域外への流出等による市内企業の人手不足

が深刻化しており、若者やＵＩＪターン者、女性、シ

ニア、障がい者等の多様な人材の就業・定着の促進が

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。 

 特に以下の取組について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、学

卒者の定着支援や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、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 

 就業環境を整備するため、働き方改革の周知・啓発

や正規雇用の奨励、女性採用やテレワーク導入に関

するセミナーを実施します。 

○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 

☎２５－７１５２ 

 

  

 

 

 令和４年１月１日～３月３１日の間に以下①、②

の子どもの世話を保護者として行うことが必要とな

った労働者に対し、有給の休暇（年次有給休暇を除く）

を取得させていた事業主は本助成金の対象となりま

す。 

該当となる事業主の方は、厚生労働省ＨＰより申

請書を印刷し、北海道労働局 雇用環境・均等部へ申

請してください。 

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、

ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをし

た小学校や保育所に通う子ども 

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小

学校などを休む必要がある子ども 

【助成内容】 

 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相

当額×10/10（日額上限あり） 

【申請期限】 

 令和４年５月３１日（火） 

 ※申請期限は延長される可能性があります。 

■詳細・問合せ先 

 小学校休業等対応助成金コールセンター 

☎０１２０－６０３－９９９ 

午前９時～午後９時 ※土日祝含む 

 

 

 

 

 

 

だ よ り 
令和４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４年度の旭川市雇用関係施策の 

概要について 

 

小学校休業等対応助成金の 

申請忘れはありませんか 
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令和４年４月から、不妊治療が保険適用されるこ

とになりました。これに伴い、働きながら不妊治療を

行う労働者が今後も増加すると考えられます。 

 不妊治療は、心身への負担が大きく、通院回数が多

いこと等から、治療と仕事を両立出来ずに離職する

方も少なくありません。治療を受けながら安心して

働き続けられる職場づくりに向けて、職場内での不

妊治療への理解を深めていただきますよう、よろし

くお願いします。 

 職場内での配慮のポイントや休暇制度の導入、企

業主への助成金の詳細については、厚生労働省のＨ

Ｐ（不妊治療と仕事の両立のために）をご覧ください。 

■詳細・問合せ先 

 旭川市 子育て支援部 おやこ応援課 

 ☎２６－２３９５ 

 

 

 

市内に居住する若年者（５５歳未満の者）、障害者

及び季節労働者の正規雇用を促進し、安定的な雇用

を支援するため、トライアル雇用奨励金又は障害者

トライアル雇用奨励金を受給し、トライアル雇用後

に正規雇用した事業主に対して助成金を支給します。 

【支給額】 

対象労働者１人につき５万円 

【支給対象となる事業者】 

次の条件をいずれも満たす旭川市内に事業所を有

する法人又は個人事業主 

１．対象労働者をトライアル雇用し、トライアル雇 

用奨励金又は障害者トライアル雇用奨励金を受 

給した事業者であること。 

２．旭川市内に住所を有する対象労働者をトライ 

アル雇用終了後、正規雇用として雇い入れ、引き 

続き１か月以上、雇用保険の一般被保険者（ただ 

し、１週間の所定労働時間が３０時間未満の者 

を除く。）として雇用し、旭川市への奨励金交付 

申請時においても継続して雇用している事業者 

であること。 

【申請期限】 

トライアル雇用した期間に係る国の助成金支給決

定通知日の翌日から起算して２か月以内に旭川市へ

申請。提出書類や申請書等の詳細は旭川市ＨＰをご

確認ください。 

■詳細・問合せ先 

 旭川市 経済部 経済総務課 雇用労政係 

☎２５－７１５２  

旭川市 正規雇用奨励金 で検索 

 

 

 

 

 「コレワーク（矯正就労支援情報センター）」は、

前科があるという理由などから、仕事に就く上で不

利になりがちな受刑者等の就労を支援するための設

置されました。 

 ハローワークに受刑者等専用求人を出すに当たっ

て必要となる、受刑者等の希望職種や資格などの情

報提供をはじめとした採用手続きのための支援を行

うことで、雇用のマッチングを進めています。 

 コレワークでは、以下の３つのサービスを提供し

ています。 

◯雇用情報提供サービス 

 全国の受刑者等の資格、職歴、帰住予定地などの情

報を一括管理 

 雇用ニーズにマッチする者を収容する矯正施設を

紹介 

◯採用手続き支援サービス 

 事業主の方の矯正施設での採用手続きを広くサポ

ート 

◯就労支援相談窓口サービス 

 各種支援制度のご案内 

 矯正施設見学会、矯正展、職業訓練見学会のご案内 

 受刑者等の雇用に関心がこざいましたら、お気軽

にお問い合わせください。 

■詳細・問合せ先 

 コレワーク（矯正就労支援情報センター） 

 ☎０１２０－２９－５０８９ 

 

 

働きながら不妊治療を行う労働者へ 

ご理解を 

ご存じですか「コレワーク」 

旭川市若年者等正規雇用奨励金を 

ご活用ください 
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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、教育資金や一般資金の貸付制度をご用

意しています。お申込みできる方は、①と②の両方の

条件を満たす方です。 

① 市内の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 

 又は、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 

その他貸付条件等については旭川市ＨＰよりご覧

ください。 

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 

 （事業に関するお問合せ） 

 旭川市 経済部 経済総務課 雇用労政係 

 ☎２５－７１５２ 

 （貸付申込に関するお問合せ） 

 北海道労働金庫 旭川支店 

 ☎２６－４２３１ 

 旭川市 勤労者貸付金 で検索 

 

 

 

 

「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。労働問題でお困りの方は、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 

 ☎０１２０－８１－６１０５ 

  月～金：午後５時～８時 土：午後１時～４時 

 旭川労働基準監督署 

 ☎９９－４７０３ 

  月～金：午前８時３０分～午後５時１５分 

 

 

 

 建設アスベスト給付金は、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

等に給付金が支給される制度です。 

【支給対象となる方】 

以下の①～③の全てを満たす方が給付金の対象です。 

① 特定石綿ばく露建設業務に従事したこと 

S47.10.1～S50.9.30 

石綿の吹付けの作業に関する業務 

 S50.10.1～H16.9.30 

屋内作業場で行われた作業に関する業務 

② 上記の業務に従事したことにより石綿関連疾病

にかかったこと 

中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびま  

ん性胸膜肥厚・石綿肺（区分が管理２～４、これ 

に相当するもの）・良性石綿胸水 

③ 労働者や一人親方等であったこと、またはその

遺族であること 

【給付金の額】 

疾病により５５０～１,３００万円 

※特定石綿ばく露建設業務に従事した期間や喫煙習

慣等により減額・調整があります。 

【請求期限】 

原則：いずれか遅い方の日から起算して２０年 

・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日 

・石綿肺についてのじん肺管理区分の決定（管理２～

４）があった日 

被災者が石綿関連疾病により死亡した場合 

・死亡した日から起算して２０年 

【請求方法】 

厚生労働省ＨＰにて申請書を印刷し、必要な書類と

もに厚生労働省労働基準局労災管理課建設アスベス

ト給付金担当へ提出 

■詳細・問合せ先 

 労災保険相談ダイヤル 

 ☎０５７０－００６０３１ 

  月～金：午前８時３０分～午後５時１５分 

 

 

勤労者資金貸付制度のご案内 

職場のトラブルで困ったときは 

建設アスベスト給付金の 

申請受付が始まりました 
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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、ぜひご利用ください。 

◯福利厚生の充実 

 会員と家族の健康増進、レクリエーションや協定

店割引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 

 旭川市勤労者共済センター 

 ☎２３－９９９７ 

 

 

 

 

 

 

北海道事業承継・引継ぎ支援センターは、札幌商工

会議所が国から委託を受けて、事業承継（Ｍ＆Ａ含む）

を支援する公的機関として創設されました。 

本センターは、譲り渡したい人と譲り受けたい人

のマッチングを始め、事業承継計画の作成や、国の支

援制度の紹介、親族内承継・従業員／役員承継・Ｍ＆

Ａそれぞれのニーズにあった専門家によるアドバイ

ス、行政・金融機関との折衝など、事業承継に係るあ

らゆることをワンストップでサポートできる公的機

関です。 

北海道や国の行政機関と連携しており、税金、特例

措置、各種法律などのサポートも行えるほか、各種金

融機関との連携で融資や株価試算など、金融面での

サポートも手厚く行っています。 

経営者の方々の課題整理や悩みについて無料で相

談できますので、ぜひご活用ください。 

■詳細・問合せ先 

 北海道事業承継・引継ぎ支援センター 

 ☎０１１－２２２－３１１１ 

  

  

トライアルワークセンター 検索 

～福利厚生の充実で社員の満足度 UP～ 

旭川市勤労者共済センターのご案内 

事業承継について 

無料で専門家に相談できます 

有料職業紹介所 トライアルワークセンター のご案内 

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） 

 


