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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

奨学金の返済の一部を補助します。

また，令和４年度からは，補助対象となる奨学金を

第二種奨学金まで拡充しておりますので，企業にお

ける就職希望者や内定者への支援制度の一つとして

本制度をご活用ください。

令和５年４月に就業予定で補助を希望する方は，

令和５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，ホームページをご確認ください。

■詳細・問合せ先

旭川市 経済部 経済総務課

電話：２５－７１５２

北海道最低賃金は，令和４年１０月２日から時間

額９２０円に改定されました。また，特定最低賃金に

ついても令和 4年１２月から金額が改定されており

ます。

最低賃金には，精皆勤手当，通勤手当，家族手当，

臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入

されません。

最低賃金以上の賃金を支払わない場合は，最低賃

金法違反として処罰されることがあります。

■詳細・問合せ先

厚生労働省北海道労働局

電話：０１１－７０９－２３１１

中小企業退職金共済（中退共）は，中小企業退職金

共済法に基づき設けられた従業員の退職金制度です。

掛金助成や税法上の優遇が受けられ，外部積立型の

ため管理や運用の手間がかかりません。

退職金制度の導入は，新たな従業員の採用や定着

にも役立つものとなりますので，安心・安全かつ手軽

な本制度の活用をご検討ください。

■詳細・問合せ先

独立行政法人勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済事業本部

電話：０３－６９０７－１２３４

地域別最低賃金

北海道最低賃金
９２０円

（R4.10.2～）

特定最低賃金

処理牛乳・乳飲料，乳製品，糖類製

造業

９５４円

（R4.12.1～）

鉄鋼業
１，０００円

（R4.12.1～）

電子部品･デバイス･電子回路，電気

機械器具，情報通信機械器具製造業

９５５円

（R4.12.1～）

船舶製造・修理業，船体ブロック製

造業

９４８円

（R4.12.2～）

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

１．奨学金返済補助制度をご活用ください

２．最低賃金が改定されました

３．中退共をご活用ください
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女性が生き生きと働き続けるため，キャリア形成

と女性の活躍推進の意義，モチベーション向上をテ

ーマとしたセミナーを開催します。

また，市内企業で働く女性のネットワーク形成に

向け，参加者同士の交流を深めるワークショップも

行います。

参加費は無料ですが，事前の申込みが必要です。

日時：令和５年１月２９日（日）

１４：００～１６：００

場所：旭川市市民活動交流センターCoCoDe

（旭川市宮前１条３丁目）

講師：アクサ損害保険(株)

代表取締役社長兼CEO 佐伯 美奈子氏

申込期限：令和5年 1月２５日（水）

■詳細・問合せ先

旭川市 総合政策部 女性活躍担当

電話：７６－５５２０

旭川市 経済部 経済総務課

電話：２５－７１５２

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，お気軽にお問合せください。

■詳細・問合せ先

旭川市シルバー人材センター

電話：５１－１６００

上川中部季節労働者通年雇用促進協議会では，

通年雇用を目指している季節労働者等と通年雇用

が可能な企業とのマッチングの場を提供するため，

合同企業説明会を開催します。

履歴書不要，予約不要，入退場自由，服装自由，

当日の参加もＯＫです。面接ではありませんので，

お気軽にご参加ください。また，就職相談コーナー

では，求人票だけではわからない疑問にもお答え

しますので，お気軽にご利用ください。

日時：令和５年３月２日（木）

１３：００～１６：００

場所：旭川地場産業振興センター

（旭川市神楽４条６丁目）

参加企業：通年雇用を予定する企業２０社

■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

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」

を設けております。

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おります。

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

４．女性のキャリア形成セミナーを開催します ６．通年雇用を予定する企業の説明会を開催します

５．旭川市シルバー人材センターを活用ください

７．中小企業者の皆様への金融支援について
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（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「障害者雇用の

事例から学ぶ！障害者の雇用管理のポイント～就労

支援機関と連携した障害者雇用について～」を開催

します。

当該事業主支援ワークショップは，障害者雇用に

ついて他社でどのように取り組んでいるかを知る機

会として企画・実施しています。

今回は，就労支援機関と連携した障害者雇用をテ

ーマとした事例紹介，各支援機関から支援サービス

の活用方法をご紹介するとともに，参加者同士で意

見交換を行っていただきます。障害者雇用のコツを

探り，雇用を進めるきっかけにしていただければと

考えています。是非ご参加ください。

日時：令和５年１月１３日（金）

１３：３０～１６：００

場所：イオンモール旭川駅前４F イオンホール

講師：日本郵便(株) 旭川東郵便局

申込期限：令和5年 1月６日（金）

■詳細・問合せ先

旭川市 経済部 経済総務課

電話：２５－７１５２

「過労死等」とは，業務における過重な負荷による

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

者をなくすよう努めましょう。

■詳細・問合せ先

厚生労働省

相談窓口（こころの耳電話相談）

電話：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。

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，是非ご活用ください。

【取組内容から探す場合の例】

ü 新型コロナウイルスに関する取組

ü 労働者の雇用維持

ü 中途採用・UIJ ターン

ü トライアル雇用

ü 雇用環境の整備

ü 仕事と家庭の両立支援

【対象者から探す場合の例】

ü 就職氷河期世代の者

ü 有期契約労働者等

ü 若年者

ü 高齢者

ü 障害者

ü 育児や介護を行う労働者

■詳細・問合せ先

厚生労働省HP

「雇用関係助成金検索ツール」で検索

８．障害者雇用ワークショップのご案内

９．STOP！過労死

１０．雇用関係の助成金を検索できます
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「旭川まちなかしごとプラザ」は令和４年１１月１日からフィール旭川の２階に移転しました。

当施設は，就職を希望している方を対象に，様々な支援サービスをワンストップで提供する施設です。

厚生労働省，北海道，旭川市役所が共同で運営することにより，一人ひとりのご希望や状況に応じたきめ

細やかな就職支援を実施します。

市中心部にあり，利便性も良い「旭川まちなかしごとプラザ」を是非ご利用ください。

窓口によりご利用時間が異なります。あらかじめご確認ください。

就職支援サービス

○ ハローワーク求人情報検索

○ 職業相談，職業紹介

○ その他就労に関わる相談

○ 就職カウンセリング，セミナー

○ 若者の相談支援，就労支援

○ トライアル雇用

○ 職場体験でマッチング

■詳細・問合せ先

旭川市 経済部 経済総務課

電話：２５－７１５２

【窓口一覧】

【隣接窓口】

名称 開設時間 電話番号

旭川市職業相談室 10：30～19：00

（日，月，祝，年末年始休み）

23-1401

ハローワークまちプラコーナー 10：30～19：00

（日，月，祝，年末年始休み）

23-1401

ジョブカフェ・ジョブサロン旭川／

マザーズ・キャリアカフェ旭川

10：30～17：30

（土，日，祝，年末年始休み）

26-8808

名称 開設時間 電話番号

あさひかわ若者サポートステーシ

ョン／サポステ・プラス

10：00～18：00

（日，月，祝，年末年始休み）

73-9228

トライアルワークセンター 10：30～19：00

（日，月，祝，年末年始休み）

76-1203

１１．旭川まちなかしごとプラザが移転しました


