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本協議会では，季節的な業務に従事する季節労働

者や季節労働者を雇用する事業主を支援しています。 

・事業主の皆様へ 

 通年雇用として採用したい季節労働者がいれば，

ご勧奨願います。教習等を受講し，検定試験に合格し 

た方に経費の５割を助成します（上限166,667円）。 

将来の正社員確保にご活用ください。 

・季節労働者の皆様へ 

ご自身のスキルアップにお役立てください。助成

を受けるためには，事前に申請手続きが必要です。手

続き方法や必要な書類はお問合せください。 

対象科目 

 中型・大型・けん引・大型特殊・車両系建設機械・ 

 2 種免許（普通・中型・大型）・準中型（普通免許 

取得済みの方）等 

■詳細・問合せ先 

 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 

 

 

 

 

 

本市中小企業の振興を図るため，旭川市中小企業

振興基本条例第１７条に基づき，旭川市中小企業従

業員等永年勤続表彰を行います。表彰の基準を満た

す従業員等をご推薦ください。 

 

旭川市中小企業従業員等永年勤続表彰 

表
彰
の
基
準 

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。 

推
薦
者 

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 

提
出
書
類 

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号） 

２ 履歴書（様式２号） 

■詳細・問合せ先 

旭川市 経済部 経済総務課 

経済企画係 

電話：２５－７１５２    

       

上川 通年雇用 検索 

だ よ り 
令和４年７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 

 

上川中部季節労働者通年雇用促進協議会を

ご利用ください 

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 
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再就職や転職を目指す皆さまへ 

～求職者支援制度～ 

 

 

 

外国人の不法就労は法律で禁止されています。不

法就労した外国人だけでなく，不法就労させた事業

主も処罰の対象となります。 

在留カードを確認することで，就労できるかどう

かを容易に判別することができます。特別永住者を

除き，在留カードを所持していない場合は原則とし

て就労できません。雇用の際には在留カードを必ず

ご確認ください。 

不法就労となるのは，次の３つの場合です。 

・不法滞在者や被退去強制者が働くケース 

・就労できる在留資格を有していない外国人で， 

出入国在留管理庁から働く許可を受けていない

のに働くケース 

・出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて

働くケース 

不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外

国人が不法滞在者であることが判明した場合には，

地方出入国在留管理局へ通報したり出頭を促す等し

てください。 

■詳細・問合せ先 

 外国人在留総合インフォメーションセンター 

電話：０５７０－０１３９０４ 

札幌出入国在留管理局 旭川出張所 

電話：３８－６７５５ 

 

 

 

母性健康管理措置とは，妊娠中・出産後１年以内の

女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助

産師から指導を受け，事業主に申し出た場合，その指

導事項を守るために必要な措置を講じることが，男

女雇用機会均等法により事業主に義務づけられてい

ます。 

母性健康管理措置には， 

・妊娠中の通勤緩和 

・妊娠中の休憩に関する措置 

・妊娠中又は出産後の症状等に関する措置（作業の    

制限，勤務時間の短縮，休業等） 

等があります。 

なお，労働基準法により，妊娠中・出産後１年以内

の女性労働者は，時間外・休日労働・深夜業の制限等

を主治医等からの指導がなくても請求できます。 

主治医等からの指導事項の内容が事業主に的確に

伝達されるための手段として，「母性健康管理指導事

項連絡カード」（母健連絡カード）の様式が定められ

ています。厚生労働省ＨＰからダウンロードできる

ほか，ほとんどの母子健康手帳にも様式が記載され

ています。 

働く妊産婦の皆さまは，主治医等から指導があっ

た場合は母健連絡カードを書いてもらい，事業主に

提出しましょう。 

また，事業主の皆さまは，母健連絡カードに記載さ

れた指導に基づき，適切な措置を講じるようお願い

します。 

■詳細・問合せ先 

 北海道労働局雇用環境・均等部 

電話：０１１－７０９－２７１５ 

 

 

 

 

求職者支援制度は，再就職や転職を目指す求職者

の方が，月１０万円の生活支援の給付金を受給しな

がら無料の職業訓練を受講する制度です。 

離職して雇用保険を受給できない方，収入が一定

額以下の在職者の方等が，給付金を受給しながら訓

練を受講できます。給付金の支給要件を満たさない

場合であっても，無料の職業訓練を受講できます。

（テキスト代等は自己負担） 

訓練期間は２か月から６か月で，シフト制で働く

在職者等を対象とした訓練コースは２週間からです。

そのほか，訓練期間がより長い公共職業訓練（最長２

年）も受講できます。訓練開始前から訓練終了後まで，

ハローワークが求職活動をサポートします。 

■詳細・問合せ先 

ハローワーク旭川 

電話：５１－０１７６ 

 

 厚生労働省 求職者支援制度 検索 

不法就労防止にご協力ください 

働く妊産婦・事業主の皆さまへ 
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「労働保険」とは，労災保険と雇用保険の総称です。 

常勤，パート，アルバイト等の名称や雇用形態にか

かわらず，労働者を 1 人でも雇っている事業場は加

入義務があります。 

加入手続きを怠っていると，遡っての保険料徴収・

追徴金徴収，労災時の労災保険給付額の全部又は一

部徴収のほか，事業主のための助成金が受けられま

せん。 

加入手続きは労働基準監督署及びハローワークで

行っています。手続きを行っていない事業主の方は

速やかにご相談ください。 

■詳細・問合せ先 

旭川労働基準監督署 

電話：９９－４７０６ 

 ハローワーク旭川 

 電話：５１－０１７６ 

 

 

 

採用の進め方から定着に向けた雇用管理のノウハ

ウまで，障害者雇用について情報提供します。企業の

人事ご担当者の皆さま，是非ご参加ください。 

「企業における障害者雇用」 

１ 講演 

  佐川急便株式会社 旭川営業所 

 ・障害者雇用を進める流れ 

 ・就労支援機関との関わり方 

・定着に向けた雇用管理のポイント 

２ 情報交換会 

 ・参加企業によるグループディスカッション 

 ・質疑応答 

日時：令和４年７月１４日（木） 

１３：３０～１６：００ 

場所：イオンホール（イオンモール旭川駅前４Ｆ） 

７月７日（木）までにお申込みください。 

■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 

 

 

 

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 

 

 

 

労働保険への加入はお済みですか 

事業主のための障害者雇用 

ワークショップを開催します 

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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旭川市では，市内の中小企業者の皆様が，経営安定

化や経営基盤強化のために必要な事業資金を円滑に

調達していただくため，「中小企業振興資金融資制度」

を設けています。 

 一部の融資制度メニューでは，利子や信用保証料

の補助を受けることができ，事業者様の借入負担の

軽減につながる支援を行っています。 

 また，日本政策金融公庫から新規開業者向けの融

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合せくださ

い。 

■詳細・問合せ先 

 旭川市 経済部 経済総務課 金融支援係 

 電話：２５－７０４２ 

 

 

 

 

 

 

働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮

し活躍できるよう，環境整備を図ることを目的とし

て「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年

齢者雇用安定法）の一部が改正され，令和３年４月１

日から施行しています。 

この改正では，７０歳までの就業機会の確保につ

いて事業主が講ずべき措置として，以下のいずれか

の措置を講ずる努力義務を新設しています。 

詳細は厚生労働省ＨＰをご確認ください。 

■詳細・問合せ先 

 北海道労働局 職業安定部 職業対策課 

 電話：０１１－７０９－２３１１ 

 

 

旭川市 金融支援 検索 

トライアルワークセンター 検索 

１．７０歳までの定年引き上げ 

２．定年制の廃止 

３．７０歳までの継続雇用制度の導入 

４．７０歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 

５．７０歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 

・事業主が自ら実施する社会貢献事業 

・事業主が委託，出資等する団体が行う社会貢献事業 

厚生労働省 高年齢者雇用安定法 検索 

中小企業者の皆様への金融支援について 高年齢者雇用安定法が改正されています 

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，お問合せください。 

○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】 

採用したい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 のごあんない 

 


