季節労働者向けリーフレット

季節労働者
通年雇用促進支援事業
令和４年度

季節労働者の皆様を応援します
季節労働者の
通年雇用化の
促進を目的と
する厚生労働
省の委託事業

士別地域通年雇用促進協議会
北海道は積雪寒冷という気象条件から冬期の産業活動に著しい制約を受けており、季節的に
循環雇用を繰り返す季節労働者が約５万人います。このうち、士別地域では建設業やその関連
産業を中心に 517 人（令和２年度）が季節労働者として働いています。
このように、依然として多くの方々が冬期間離職を余儀なくされており、季節労働者の通年
雇用の促進は地域の重要な課題です。
このため、士別市、剣淵町、和寒町、幌加内町の自治体や経済・労働団体などが一丸となって、
季節労働者の通年雇用化に取り組んでいます。

協議会事業周知 ・ 広告事業

求人事業所マッチング事業

～協議会事業等の情報を提供します～

～求人情報や就労のための情報の
載ったパンフレットを作成します～

期間：随時
協議会事業、各種雇用制度、新分野進
出等の助成制度の利用を促進するため、
リーフレットやホームページ等で周知し
ます。
季節労働者の通年雇用化の促進を目的とする厚生労働省の委託事業 事業者向け

令和 3 年度

季節労働者通年雇用促進支援事業
士別地域通年雇用促進協議会

北海道には、積雪寒冷という気象条件から冬期の産業活動に著しい制約を受けて季節的に循環雇用を繰り返す季節労
働者が約５万人います。このうち士別地域には、建設業やその関連産業を中心に５０６人（令和元年度）が季節労働者
として働いています。
このように、依然として多くの方々が冬期間離職を余儀なくされており、季節労働者の通年雇用の促進は地域の重要
な課題です。
このため、士別市、剣淵町、和寒町、幌加内町の自治体や経済・労働団体などが一丸となって、季節労働者の通年雇
用化に取り組んでいます。

構 成 団 体
●士別市
●剣淵町
●和寒町
●幌加内町
●北海道上川総合振興局
●士別商工会議所
●朝日商工会

●剣渕商工会
●和寒町商工会
●幌加内町商工会
●協同組合士別建設協会
●朝日町建設協会
●剣淵町建設業協会
●和寒建設協会

●幌加内建設業協会
●剣淵建設企業組合
●連合北海道士別地区連合会
●連合北海道剣淵地区連合会
●連合北海道和寒地区連合会
●連合北海道幌加内地区連合会

発行予定：令和４年 12 月頃
ハローワークの求人票に掲載していな
い企業情報や、就労のためになる情報を
掲載したパ
ンフレット
令和３年度 求人情報紙
を 作 成 し、
季節労働者
の方に提供
します。
厚生労働省委託事業

士別市・剣淵町・和寒町・幌加内町の行政や経済・労働団体などで構成する「士別地域
通年雇用促進協議会」では、季節労働者の通年雇用を促進するためハローワークと連携し
求人票に掲載していない企業の詳細情報等を季節労働者のみなさまに提供いたします。
企業からの求人に係る詳しい内容は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
なお、応募を希望された求人が「採用済」となっていることもありますのでご了承ください。

アクサ生命保険

事業所訪問

開催予定

令和 3 年６月～ 12 月頃

期

間

内

国・北海道に係る助成制度の活用方法・

内

容

容

利用事例の紹介、人事労務や地域の特性
を活かした経営等の知識習得を通し季節
労働者の通年雇用化へ向けた事業主の意
識啓発を目的とした事業所向けセミナー
を開催します。

１回目 令和 3 年 ４月～ 6 月頃
２回目 令和 3 年 10 月～１２月頃
支援員が事業所を訪問し、国・北海道に
係る助成制度の説明を行い、求人意向の
ある企業にはハローワークでの求人募集
を促します。

間
容

令和 3 年４月～７月頃
季節労働者の通年雇用化に向けた基礎資
料となるアンケート調査を実施します。

間
容

随時
協議会事業、各種雇用制度、新分野進出
等の助成制度の利用を促進するため、リ
ーフレットやホームページ等で周知しま
す。

職業定着支援講習会
開催予定

令和５年 1 月～ 3 月頃

補助的な業務に就く季節労働者を対象
に、専門的な知識や技術を学ぶ講習会を
開催します。

イトイ産業

●士別市朝日町中央 4025 番地

● https://www.itoi-good.co.jp/

職 種 現場代理人
採用人数 応募状況・人材による
仕事内容 現場代理人業務全般。
○公共の河川、道路、農地、橋梁工事等
が主
となります。
費用の積算・打合せ等 現場代理人業務
全般を行っていただきます。その他、
各現場においての土木作業、大工業務
等。
免許及び資格所持者は、機械オペレーター業務を行っていただく
場合があります。
社風／職場環境
幅広い年齢層の方を雇用することで、熟年者のスキルと若手の活
発さの二つの歯車を噛み合わせ、会社全体で組織運営をしていま
す。「Make many good for you」という企業理念のもと、各種
事業を通じ、“いいね”と思える活動を積み重ねることで、社員
の人生を豊かにし、会社の経営基盤を固め、地域のために本当に
役立つことで貢献していきたいと考えています。
求めている人材 ・未経験者応募可。
・１級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士があれば尚可。
・普通自動車運転免許必須（ＡＴ限定不可）。チームで何かに取り

ａｕショップ士別
株式会社 北海道通信特機

●士別市上士別町１６線北 2 番地

大江建設

● au ショップ士別

職 種 モバイルショップ販売 採用人数 １～２人
仕事内容
○モバイルショップでの販売及び、運営
業務
携帯電話の新規・機種変更・設定のお手
伝い
契約内容の変更・料金収納及び通信業務
全般
電話応対・商品説明・レジ受付
端末入力 等
社風／職場環境
私たちの会社はスタッフ一人一人の意見を大切にしている会社で
す。また、年齢に関係なく、気づいたことややりたいことを提案・
実行できます。たくさん学び、たくさん
成長していける環境が整っておりますの
で、一緒にいいお店作りをしていきま
しょう♪
未経験者であっても、専属の先輩スタッ
フが指導してくれる「メンター制度」も

協議会事業周知・広告事業
期
内

株式会社

職 種 商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ 採用人数 2 人
仕事内容
○商工会議所会員企業に対する生命保険
によ
る従業員の福利厚生制度 ( 退職金・弔
慰金 ) のコンサルティング営業
○経営者のリスク管理や事業承継、資産
管理
などのアドバイスや保険設計
○個人のライフプランに対応した保険設計
※アクサ生命は北海道と健康経営に関する連携協定を締結してお
り健康経営アドバイザーとして健康経営の啓もう活動と宣言企
業へのアドバイス及び生命保険を活用したソリューションの提
供を行っています ( 健康経営は NPO 法人健康経営研究会の登
録商標です )
社風／職場環境
※有給休暇：入社月 14 日付与、入社より 7 か月目に 6 日付与
※育児手当有り！小学校就学前の同居の子一人につき、入社 2 か
月目と７か月目の各々 5 万円（最大 2 人・各 10 万円）

●士別市大通西 18 丁目 463 － 152
● https://www.tokki.biz/

事業所アンケート調査
期
内

株式会社

●士別市西 2 条 5 丁目 アクサ生命㈱士別分室
● https://www.axa.co.jp/recruitment/cci/

季節労働者の通年雇用を考えている事業所を応援します
通年雇用促進セミナー 《受講料無料》

通年雇用促進支援事業「求人事業所マッチング事業」

株式会社
● htts：//ooekensetu.co.jp/

仕事内容
◎建設土木工事の施工に関する技術業務または、建築工事の施工に
関する技術業務
社風／職場環境
創業から一貫して信頼される施工を目指し、どろくさく、御用聞
きのできる企業であり続けることを目標に日々邁進しています。 一
人ではできないことでも、人が集まればチーム ( 会社 ) ができ、大
きな力となり、大きな可能性を生み出します。 我々は、その大き
な力と大きな可能性を持ったスタッフを求めています。 学歴、資格
などにとらわれない、創造性に富んだ人材です。 また近年土木業
界では、ICT 施工、MR( 複合現実 )
等、今は特殊な施工方法でも、近
い将来スタンダードになる工法に
積極的に取り組んでいます。

未経験者でもやる気の
ある方、大歓迎！

求人情報提供事業
～ハローワークと連携して
求人情報を提供します～
発行予定

第１回目
第２回目

令和５年 1 月頃
令和５年 3 月頃

ハローワークと連携して求人情報紙を
作成し、季節労働者の方に提供します。

建設機械技能講習会
開催予定

令和４年４月～
令和５年３月頃

建設業界から求められている建設機械
関係の労働安全衛生法に基づく技能講習
会を開催します。
講習科目
●車両系建設機械（整地等）運転技能講習
●車両系建設機械（解体用）運転技能講習
●高所作業車運転技能講習
●小型移動式クレーン運転技能講習
●不整地運搬車運転技能講習
●フォークリフト運転技能講習
●玉掛け技能講習
●床上操作式クレーン運転技能講習
●ガス溶接技能講習

建設機械作業技術
レベルアップ講習会
開催予定

令和５年１月～２月頃

熟練オペレーターの高齢化などに対応す
るため、季節労働者等を対象に作業技術の
継承を目指し、後継者を育成する重機を対
象とした講習会を開催します。

協議会の登録をお願いします。
季節労働者の方は、就労中・離職中どちらでも、受講や助成の対象となります。
事業を利用する為には協議会への登録が必要となります。
登録内容に変更がある方（住所や氏名が変わった・季節労働者から通年雇用になった等）はお手数ですが連絡願
います。
登録された方には、各種事業の詳細が決まり次第、都度ご案内します。

【登録時に必要な書類】
・雇用保険特例受給資格証

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
（取得時被保険者種類が「３」である方）

ここの数字が３の方

助成金のご案内
常用就職支度手当

内容

季節的に雇用されていた特例一時金の受給資格者の方が、ハローワークまたは職業
紹介事業者の紹介により通年雇用された場合で、次の①～⑧の要件をすべて満たし
た場合に「常用就職支度手当」が支給されます。
①待期が経過した後に就職したものであること。
②給付制限を受けた場合は、給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
③受給期限までに就職したものであること。
（特例一時金の支給を受けた後に就職することとなった場合を含みます。）
④１年以上引き続いて雇用されることが確実と認められる安定した職業についたも
のであること。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥就職日前３年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を
受けていないこと。
⑦原則として、雇用保険の被保険者であること。
⑧支給申請書を提出した後、ハローワークが常用就職支度手当の支給に関する調査
を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

支給
内容

常用就職支度手当の額は、基本手当日額の 36 日分に相当する額です。ただし、基本
手当日額は次の額を上限として計算します。
（就職日が令和３年 8 月 1 日から令和４年 7 月 31 日までの場合）
60 歳未満または 65 歳以上・・・６, １２０円
60 歳以上 65 歳未満・・・・・・４, ９５０円

申請
方法

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職日の翌日から 1 か月以内に
常用就職支度手当支給申請書に特例受給資格者証を添えてハローワークに提出して
ください。

取扱
機関

名寄公共職業安定所士別出張所 ℡ 0165-23-3138
旭川公共職業安定所
℡ 0166-51-0176
※詳しくは最寄りのハローワークにお尋ねください。

構 成 団 体
●士別市
●剣淵町
●和寒町
●幌加内町
●北海道上川総合振興局
●士別商工会議所
●朝日商工会

ご連絡
・
お問合せ先

●剣渕商工会
●和寒町商工会
●幌加内町商工会
●協同組合士別建設協会
●朝日町建設協会
●剣淵町建設業協会
●和寒建設協会

●幌加内建設業協会
●剣淵建設企業組合
●連合北海道士別地区連合会
●連合北海道剣淵地区連合会
●連合北海道和寒地区連合会
●連合北海道幌加内地区連合会

士別地域通年雇用促進協議会
〒 095-8686 士別市東 6 条４丁目 1 番地 士別市役所第２庁舎
ＴＥＬ 0165-23-0500・ＦＡＸ 0165-22-2478
E-mail tunenkoyo.2@song.ocn.ne.jp
ホームページアドレス http://tunenkoyo.pr.arena.ne.jp/

