十勝北西部通年雇用促進協議 会

〜 季節労働者通年雇用促進支援事業 〜
ご理解とご協力をお願いします。
季節労働者の通年雇用化に、
「十勝北西部通年雇用促進協議会」は、
国、
北海道 と連携
構成町8町 及び各関係機関、
し季節労働者の通年雇用化を支援 しています。
企業を対象とした「雇用確保 に係 る事業」では、
求人開拓を目的 として企 業訪間 を
また、
行 つています。
事業 の拡大 、
新分野 への進出のヒントとなる「企業活性化セミ
ナー」などを開催 しています。

企業活性化セミナー
求人間拓事業
建設工事等平準化対策事業

・音更町 。
音更商工会
・士幌町 ・士幌町商工会
・上士幌町 。
上士幌町商工会
・鹿追町 ・鹿追町商工会
・新得町 ・新得町商工会
・清水町 。
清水町商工会
・芽室町 ・芽室町商工会
・幕別町 ・幕別町商工会
・北海道

雇用相談窓回の開設
季節労働者人材 バンク
人材育成事業
特別就職相談
・」ll練 事業
職業
資格取得促進事業
通年雇用支援 セミナー

北海道 、
東北地方等 の積雪 または寒冷 の度 が高 い地域 の事業主 が、
冬期間 に離職 を
余儀なくされる季節労働者 を通年雇用 した場合 に助成 されます。
主な受給要件

1季 節労働者を冬期間も継続 して同一の事業所 で就業 させた場合 (事 業所内就業
2季 節労働者を他 の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、

)

冬期間も継続雇用した場合 (事 業所外就業)

3季 節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一 時的 に休業 させた場合 (休 業
4季 節労働者を季節的業務以外の業務に転換 し、継続 して雇用した場合 (業 務転換
)

51ま たは2を 実施する事業主が季節労働者に職業訓練を実施した場合 (職 業訓練

)

)

6季 節労働者 を通 年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・設備 した場合 (新 分野進出
7季 節労働者を試行 (ト ライアル)雇 用終了後、引き続き常用雇用として雇 い入れた場合 (季 節 トライアル雇用
)

)

1〜 6の 場合、
指定業種に属する事業を行う事業主が対象です。 フの場合、
指定業種以外に属する事業主が対象です。

指定業種

1林 業 2採 石業および砂、
砂利又は玉石の採取業 3建 設業 4水 産食料品製造業 5野 菜缶詰、
果実缶詰又は農産保存食
料品の製造業 6‑般 製材業 フセメント製品製造業 8建 設用粘土製品(陶 磁器製のものを除く。
)の 製造業
「造作材製造業(建 具を除く)J、「建具製造業」
「鉄骨製造業
9特 定貨物自動車運送業 10建 設現場において据付作業を行う
、
J、

「建設用金属製品製造業(鉄 骨を除く)J、「金属製サッシ・ドア製造業J、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、
「建築用金属製品製造業
「
ドア、
建築用金物を除く 、畳製造業」 11晨 業(畜 産晨業および畜産サービス業を除く)
(サ ツシ、
)」

※お問い合せは、
ハローワーク帯広まで

雇用する建設労働者 の安定した雇用と能力の 開発・向上などを目的とし、
認定訓練
や技能実習を実施したり、
登録する教育機関で行う認定訓練や技能実習を受講 させ
る中小建設事業主 に、
経費や賃金の一部を助成します。
※お問い合せは、
北海道労働局 職業安定部 職業対策課または、
職業対策課分室 雇用対策係まで

産業構造の変化その他の経済上の理由により、
景気 の変動 、
事業活動 の縮小 を余儀
一 時的 な雇 用調整 (体 業 、
なくさねた事業主 が、
教育訓練 または出 向)を 実施 するこ
とによつて、
従業員 の雇用を維持 した場合 に助成 されます
※お問い合せは、
ハローワーク帯広まで

十勝北西部通年雇用促進協議会は、
季節労働者のスキルアップによる通年雇用化を図るため、
各種支援事業を展開しております。是非 ご利用ください。

地域の事業所の経営の安定化、
事業の拡大、
新分野進出、
国や北海道 における助成制
度の説明や経営 に役立つ各種説明、
経営課題などについてアドバイスをします。

会社 も明 るく

活気が 出 てく る

企業の皆さまに、
協議会に登録 している季節労働者の資格や職
歴などを取りまとめた求職者情報を提供します。
求人の意向が
ハローワークヘ求人票を提出していただきます。
あるときは、

r"確 ゝiュ

1‐

受講料無料

ゝ館育庫翠表
能力開発・技能向上 を図り、
通年雇用化 を
目指す季節労働者の方を応援 します。
協議 会 を構成 する8田 ]こ お住 まいの季節 労働者 の方
短期雇用特例被保険者として雇用されている方

離職者 であつて 、
直前 の離 職 に係 る雇用 保険 の被保険者 の種類 が短 期雇 用特例 被保 険者 であつた方 (平 成 28年 4月 1日
より前 に離職 した方 を除 く。)
離職者 であつて、
直前 の離職 に係 る雇 用保 険 の被保 険者 の 種類 が一 般被保険者 であつたが、その離職 に係 る雇 用保 険 の
受給 資 格 を有 しな い 方 で あ り、かつ 、前 々 職 に係 る雇 用 保 険 の 被 保 険 者 の種 類 が短 期 雇 用 特 例 被 保 険者 で あつた方
(前 々職 に係る離職 が平成 28年 4月 1日 より前 であつた方 は除 く。
)

高所作業車運転技能講習
車両系建設機械 (整 地等)運 転技能講習

不整地運搬車運転技能請習

車両系建設機械 輌翠体用)運 転技能請習

フォークリフト運転技能講習

玉推卜
け技能講習

ショベ ルローダー等運転技能請習

小型移動式クレーン運転技能請習

ガス溶接技能請習

地山掘削及び土止支保工作業主任者技能請習

足場組立等作業主任者技能請習

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能請習

はい作業主任者技能請習

採石 のための掘削作業主任者技能請習

型枠支保工の組立等作業主任者技能講習

エクセル、
ワード、
メール、
」w cadな どの項目から、
受講者の希望やレベルに合わせて受講内容 を選ぶことが
できます。
請習時間￨よ 1回 90分 間で、
短期 コースは8回 、
長期 コースは 12回 の受講となります。

約 16日 間の受講で、
資格が取得できます。
信羊しくは協議会へお問い合わせくださし
、来週1回 開催コースもあります。

技能講習 Iま たはⅡとパ ソコン講習 、パソコン講習 と介護職員初任者
研修 などの重複受講 が可能です。
※受講開始後、自己都合などで受講を中止した時は、
受講料 が全 額本人負担 となる場合 があります。
×お 問 い合 せ は、
十 勝北西部通 年雇 用促進 協議会 まで

ダ

・士幌町
・上士幌町
・鹿追町
・
音更町
・清水町
・芽室町
・幕別町
新得町

申込 み
受付中

にお住 まいで、
通年雇用化を目指す季節労働者 の方
短期雇用特例被保険者として雇用さねている方
離職者であつて、
直前の離職 に係る雇用保険の被保険者の種類が短期雇用特例被保険者であ つた方 (平 成 28年
4月 1日 より前に離職した方を除く。
)
離職者であつて、
直前の離職に係る雇用保険の被保険者の種類が一 般被保険者であつたが、その離職に係る雇
用保険 の受給資格 を有 しない方 であり、かつ、前 々職に係 る雇 用保険 の被保険者の種類が短期雇用特例被保険
者であつた方 (前 々職に係る離職が平成 28年 4月 1日 より前であつた方は除く。
)

指定教育訓練 (運 転免許 0国 家資格など)を 受講される方 には

受講経費の
米〈
検定料(口 紙代 旅費などは除く
)

大型、
大型 2種 、
普通 2種 、
大型特殊、
けん引、
準中型 (普 通免許所持の方)免 許
中型 、
中型 2種 、
・
クレーン デリック運転士、
土木施工管理技士、
建築士、
ボイラー技士などの国家資格
各種作業主任者などの技能講習
車両系建設機械 、フォークリフト、
介護職員初任者研修 、
介護福祉士などの医療福祉資格

特別教育・安全衛生教育 を受講 される方 には

受講経費の
X(検 定料 モ,紙 代 旅費などは除く
)

限度額

%305000円 を助成

アーク溶接、□―ラー、チェンソー 、
研磨といしの取替 、
酸素欠乏危険作業 、
粉 じん作業 などの特別教育
・
ー
振動工具取扱 などの安全
刈払機取扱作業者 、
本造建築物解体 工 事作業指揮者 、ボイラ 取扱 溶接・整備 、
衛生教育

・1滋量廷愛けについて
記調計回
必ず協議会に通年雇用化に向けた相談をしてから受講 を開始 してください
指定教育訓練 の受講申込時 には、
教育機関の受講料・受講 日程が記載さねた受付表及 び受講 スケジュール
が必要です
(時 間割)表
助成金の交付申請期限は、
資格取得後 lヶ 月以内または平成 30年 3月 16日 のいずれか早 い 日とします

!

下記 1、

2、

3の すべ てを満 たす事業主

1雇 用保険適用事業所 (雇 用保険法第 5条 )
2協 議会 を構 成 する8町 に事 業所 を有 する事業主
・
3労 働関係帳簿 (出 勤簿 賃金台帳・季節労働者名簿など)を 整備 し保管している事業主

蛸
― 協議会を構成する8町 にお住まいの季節労働者で、協議会の人材バンクに登録している方
短期雇用特例被保険者として雇用されている方
離職者であつて、
直前の離職に係る雇用保険の被保険者の種類が短期雇用特例被保険者であつた方 (平 成28年 4月
1日 より前 に離職 した方を除く。
)

離職者であつて、
直前の離職に係る雇用保険の被保険者の種類が一般被保険者であつたが、
その離職に係る雇用保
険の受給資格を有しない方であり、
かつ、
前々職 に係る雇用保険の被保険者の種類が短期雇用特例被保険者であつ
た方(前 々職に係る離職が平成28年 4月 1日 より前であつた方は除く。
)
事業主が、
平成 29年 12月 1日 から平成30年 3月 10日 までの 間に該当工事 に従事 した
対象労働者に支払つた賃金

―

対象となる労働者雇用人数

助成金額 (1人 あたり)

実人数 5人 以上雇用

日額 1,000円

(限 度額 10万 円)

実人数 10人 以上雇用

日額 1,000円

(限 度額 25万 円)

手昴 彗

※1日 あたりの就 労時間 は4時 間以上とする。
※協議会の予算 の範囲内とする。

助成金の交付を受けようとする事業主は、
該当工事完了後 20日 以内又は平成 30年 3月 25日 のいずれか
早 い日までに協議会が指定する様式で、
下記書類を添付 し申請 してください。

1雇 用保険適用事業所設置届事業主控の写し
2工 事期間が確認できる工事請負契約書等の写 し
3対 象労働者 へ の賃金支払 い状況が確認できる賃金台帳及び出勤簿等の写し
4季 節労働者名簿

〒0800198河 東郡音更 町元 町 2番 地

十勝北西部通年雇用促進協議会

TEL 0155‑42‑541l

ハローワーク帯広 (帯 広公共職業安定所 )

FAX 0155‐

音更町役場商工観光課内

42‐

5412

〒080‐ 8609帯 広市西5条 南5丁 目2番 地
TEL 0155‐

23‐

8296

〒0650807札 幌市北 区北 7条 西 2丁 目20

北海道労働局職業安定部 職業対策課

TEL 011‑788‑9132

北海道労働局職業安定部 職業対策課分室 雇用対策係

〒060‐ 8566札 幌市北区北8条 西2丁 目 1‐ 1札 幌第一合同庁舎3階
TEL 011‐ 709‐ 2311

十勝北 西 部通年雇用促進協議会

音更小

〒080‐ 0198河 東郡音更町元町2番 地 音更町役場 1階 商工観光課内

TEL.0155‐ 42‐ 541l FAX.0155‥ 42… 5412
E―

音更町役場

mail:tokachihokuseibuOmovie.ocn.nejp

塵J粍 ス
0120・ 980・ 454

雇用相談窓□の ご利用は
月〜金曜日の9時 〜 17時 です。
米土 日 祝 日
・ 年末 年 珀 (127311/5)は お休 みで す

言更神社

TT

●炒源寺

