〈事業所向け支援事業〉
実施するセミナー（受講無料です）

❷中小企業の経営支援セミナーを
実施します（事業所向け）
コンプライアンスアドバイザー

職場内の「ハラスメント」と「取引詐
欺」をテーマにしたセミナーです。ハラ
スメントの種類、防止対策の他、特殊詐
欺の事例や防止、対処策についてのお
話があります。会社のコンプライアン
スやトラブル防止策を知り、雇用の安
定や企業リスクの防止を支援します。

❸事業所向けドローン活用セミナー
＆ドローン操縦技能講習を実施し
ます（事業所向け）
担い手不足が懸念される産業にとっ
て、ドローンの活用は人材不足を補う
とともに、業務の効率化を図ることが
できる夢の技術革新として、実用化の
気運が全国に拡がっています。特に建
設業や農林業における工事・大幅な作
業の効率化やニュービジネスへの参入
が見込まれることから、操縦技能講習
とセットでドローン活用セミナーを実
施します。

（制度によっては助成金の対象となる業種が限られ
る場合がありますのでご注意下さい）

国や道の雇用関連助成金制度を要約
したパンフレットを作成して、市内事
業所に配布します。季節労働者やパー
トタイマー、常用労働者にも使える助
成金を紹介します。
従業者のスキルアップや雇用安定を
目指す事業所はコストの軽減ができま
す。この機会にご利用下さい。

❹人材確保・育成助成金制度パン
フレットを配布します（ 事業所向け）

専門学校（予定）

青山夕香さん・青山千景さん

最年少で衆議院議員に当選し、国会
議員として労働問題に尽力。現在はタ
レ ン ト と し て 活 躍 の 杉村氏 が 伝 え る
「チャンスをつかむ技術」
。プライドを
捨てた男の人生訓は、
「何でもチャレン
ジできる」勇気をあなたに与えてくれ
ます。

ドローン操縦技能講習（事業所向け）

❶改正入管法の解説と外国人人材活用
セミナーを実施します（ 事業所向け）

出入国管理法が改正されて、外国
人の単純労働が一部の業種で解禁さ
れました。改正入管法の解説や外国
人を雇用する際の労務管理について
のセミナーを実施します。

外国人の雇用には労働基準法が適
用されます。また社会保険や労働保
険も適用されます。セミナーでは外
国人の正しい労務管理と、働き方改
革関連法についての解説をおこない
ます。

❺冬期出向通年雇用相談を実施します
（事業所向け）

冬期間の操業が困難な事業所が、自
社の季節労働者を出向させて通年雇用
化を図り、雇用の確保や安定を目指す
事業所の相談会を実施します。
公益財団法人産業雇用安定センター
北海道事務所が相談希望事業所まで出
張して、異業種事業所との出向契約の
留意点についてのアドバイスが受けら
れます。この機会にぜひご利用下さい。

❻えにわ通年雇用企業ガイドブック
を制作・掲載します。
（ウェブ版）

企業の人材確保に特化したガイドブ
ックを制作して、ホームページで公開
します。コンテンツの内容は企業の経
営理念や職場環境、働く社員の声など、
企業の隠れた魅力を発信します。求人
案内も掲載できます。現在、掲載企業を
募集しています。掲載企業数は２５社
までとさせて頂きます。

事業に関するお問い合わせ先は
恵庭市通年雇用促進協議会まで

０１２３（３３）３１３１）
内線３３３４まで、またはメール
でお願いします

４

令和２年３月上旬
北海道ハイテクノロジー
実施日
場 所

令和２年３月上旬
恵庭市民会館
実施日
場 所

令和２年２月中旬（予定）
恵庭市民会館
実施日
場 所
講 師

令和元年１０月１８日
恵庭市民会館
タレント 杉村太蔵さん
実施日
場 所
講 師

ドローン活用セミナー（事業所向け）
ドローンの管理と活用事例、
関連法令を学ぶ（事業所向け）

「それってもしかして？ハラスメント
＋ 求人詐欺防止対策セミナー」
企業経営や人財定着に役立つ
「太蔵流 チャンスをつかむ技術」

令和元年６月１２日
恵庭市民会館
行政書士
木田晶子さん
実施日
場 所
講 師

令和元年６月１３日
恵庭市民会館
特定社会保険労務士
中村麻依子さん
実施日
場 所
講 師

中小企業のハラスメントセミナー

企業経営パワーアップセミナー

労働等法規改正対応セミナー（１）
「改正出入国管理法の概要と
外国人人材活用のポイント」
労働等法規改正対応セミナー（２）
「外国人労働者の労務管理と
働き方改革関連法のポイント」

― 通巻３号 ―
えにわ通年雇用だより（令和元年６月７日発行）

季節労働者と企業のお役立ち情報誌

さん

公益財団法人道央農業振興公社
勤務

坂野 誠哉

技能習得、資格取得で
働く意欲が向上します

☞ドローン操縦の説明を聞く坂野さん（中央左）

（ありがとうございます）

ガンバレ！
（ありがとうございます）
平成３０年度末の

通年雇用化を目指している人への
アドバイス、メッセージを

冬場のことを考えなくて良いことで
す。

通年雇用になって良かったこと

免許取得に向けた前向きな姿勢でし
ょうか。

通年雇用促進支援事業が役立った点

大型特殊免許を取得して、さらに建
設機械技能資格を得る約束をしました。

通年雇用勤務に至った理由

①資格取得促進助成金制度

【参加した通年雇用促進支援事業】

【前の職業】建設業 土木作業員
【今の職業】土木作業員（同一会社）

この春、通年雇用勤務を果たしたＭ
Ｈさんを紹介します。

通年雇用化
勤務成功事例

発行所 恵庭市通年雇用促進協議会
電 話 ０１２３ ３３ ３１３１ 内線３３３４
ＦＡＸ ０１２３ ３３ ３１３７
Ｅメール eniwa-kisetsu@amail.plala.or.jp

仕事に活用させてもらっています。
ドローン操縦技能講習を受講した動
機は、今後幅広い分野での活用が見込
まれていて、法令や操縦を学んで今の
仕事に活用できると思いました。
通年雇用促進支援事業はもっと多く
の方が利用すべきです。恵庭市の場合、
近郊の市町村に比べて支援内容が充実
していると思います。「恵庭は良いね」
という声をよく耳にします。せっかく
の機会ですので、季節
労働者の皆さんがたく
さん利用されると良い
ですね。

通年雇用促進支援事業で建設技能講習やドロ
ーン操縦技能講習に参加して、スキルアップや
資格を取得して、職域の拡大を図りました。

この人に
インタビュー

ＭＨさん
（４８歳）

えにわ通年雇用だより

通巻３号
私は助成金制度と技能講習事業の
両方の利用が、可能か否かを協議会
に電話で問い合わせたところ、個人
負担の少ない方法を考えて頂き、利
用を決めました。少しでもスキルア
ップに繋がり、条件の良い求人に即
対応できればと思っているからです。
初回に簡単な登録で会報等が届き
毎年新しい事業内容を知ることがで
きます。建設機械運転関連の講習は
他業種でも必要になります。大型特
殊免許では公道走行はできますが、
現場での作業は出来ません。私は多
くの技能講習等を受けさせて頂き、

恵庭市在住季節
労働者数を発表

恵庭市内の季節労働者数は７０２名

ハローワーク
千歳発表

ハローワーク千歳の発表によります
と、平成３０年度末の恵庭市内に在住
する季節労働者数は７０２名であるこ
とが分かりました。平成１９年度から
始まった通年雇用促進支援事業は今年
で１２年目を迎えますが、その間に季
節労働者数は７２７名の減少に転じま
した。最近は各企業で働き手が不足し
ており、人材確保が大きな課題となっ
ています。通年雇用勤務になることで、
生活の安定や老後の生活設計など、メ
リットがたくさんあります。
本年３月に市内の事業所及び季節労
働で働く方にご協力をいただきました
「通年雇用化調査」では４７名の市内
在住季節労働者の通年雇用化を確認す
ることができました。ご協力ありがと
うございます。
当協議会としましては、今後も季節
労働者の通年雇用化実現にむけて、支
援事業を進めて参りますので、ご支援、
ご協力の程、よろしくお願いします。

１

― 通巻３号 ―
えにわ通年雇用だより（令和元年６月７日発行）
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ん引免許、普通二種免許他）建設関連

（大型免許、中型免許、大特免許、け

【講習等】業務用自動車運転教習

受講可能）

は１６６，６６６円の範囲で複数の

【助成率】訓練費用の５０％（助成金

費用の一部を助成します。

技能講習・運転教習に要した訓練

❶資格取得促進助成金制度

資格取得に使える
助成金のご紹介

1600

技能講習講習にご利用できます。

向け

❶ 受講料はすべて無料です。
❷ 平成３０年度または令和元年度に雇用保
険短期雇用特例一時金（４０日給付）に加入
する（した）方が対象となります。
❸ 日程及び事業内容に変更があった場合は、
あらかじめご容赦願います。

❷建設業技能講習
令和元年７月１日（月）から令和２年３
月下旬まで受付を行います。
希望する講習日に受講することがで
きます。また、現在勤務中の季節労働者
の方でも受講することは可能です。な
お、２月～３月時のお申し込みは、研修
機関の定員の都合で、お引き受けでき
ない場合がありますのでご注意下さい。
コマツ教習所とキ
ャタピラー教習所
で技能講習を実施
します。本年度は
「墜落制止用器具フルハーネス作業業
務」が新たに加わりました。
建設機械運転技能講習

② 不整地運搬車運転技能講習
③ 高所作業車運転技能講習
④ フォークリフト運転技能講習

⑤ 車両系建設機械（解体）運転技能講習
⑥ ショベルローダー等運転技能講習
⑦ 小型移動式クレーン運転技能講習
⑧ 玉掛け技能講習
⑨ ガス溶接技能講習
建設作業主任者技能講習
① 地山土止支保工作業主任者講習
② 足場組立等作業主任者講習
③ 型枠支保工組立等作業主任者講習
④ コンクリート造工作物解体等講習
⑤ はい作業主任者講習
安全衛生教育・特別教育

① 伐木等の業務特別教育（大・小径木）
② 刈払機取扱者安全衛生教育
③ アーク溶接特別教育
④ ローラー運転の業務特別教育

）
👈👈

⑤ 有機溶剤業務従事者安全衛生教育
（ 👈👈
令和元年度からの追加講習

⑥ 墜落制止用器具フルハーネス作業

業務特別教育

ドローン操縦技能講習の
お申込みや事業の詳細に
つきましては、追ってご
案内します。

専門学校（予定）

【実施場所】北海道ハイテクノロジー

【実施時期】令和２年３月上旬

ネスへの転職を支援します。

業から求められる人材、ニュービジ

ます。操縦知識と技能の習得で、企

に、ドローン操縦技能講習を実施し

ドローン操縦技能者の養成を目的

❸ ドローン操縦技能講習

に技能講習を受けることができます。

ことで、翌年１～３月の工事終了後

み（講習の予約）を１０月から行う

す。協議会への技能講習のお申し込

嘆きの方への朗報で

受けられないと、お

講習を受けたくても

続き、離職後に技能

建設工事が翌年まで

あなたのスケジュールにあった技能
講習の申し込みができます

令和元年度通年雇用促進支援事業を実施します

事業案内

〈季節労働者向け支援事業〉

季節労働者

① 車両系建設機械（整地）運転技能講習

２

1479
1400

（単位：人）
恵庭市内の季節労働者の推移
助成金の
ご案内

― 通巻３号 ―
えにわ通年雇用だより（令和元年６月７日発行）

用セミナーです。操縦にあたっての

にお聴きいただきたい、ドローン活

ドローン操縦技能講習に参加する前

法、メンテナンスや関係法令など、

ドローンを使用する業務や活用方

専門的な技能を身に着け

転職に有利な資格です。

事業所など、通年雇用の

医療機関や介護サービス

や資格取得を支援します。

季節労働者の技能向上

❻介護関連技能講習

禁止事項や関連法令、ドローン利活
て、働き甲斐と通年雇用勤務を目指し

❹ ドローン活用セミナー

用事例の紹介を行います。

まります。令和２年３

習の理解度がさらに深

③ 福祉有償運送運転者講習

② 同行援護従業者講習

① 介護職員初任者研修（講習）

ませんか？

月上旬に恵庭市民会館

④ 全身性障害者移動介護従業者講習

セミナーを聴くことで操縦技能講

で実施します。

医療・介護・福祉サービス事業に特

❼合同企業就職説明会

季節労働者の技能の向上や資格取

化した、合同企業就職説明会を開催し

❺ボイラー危険物技能講習
得を支援します。職域の拡大や転職

ます。季節労働者の医療機関や介護サ
ービス事業所への

に有利な技能資格です。
令和元年１２月から令和

転職を支援します。
新しい出会い、新

２年３月まで随時実施し
ます。現在、勤務中の方

しい感動があなた
を待っています。

でも受講可能です。
① ボイラー技士実技講習

【実施場所】恵庭市民会館

【実施時期】令和２年２月７日

危険物取扱者乙種四類試験準備講習

② ２級ボイラー技士試験直前講習
➂

❽パソコン初心者講習
これまでパソコンに
触れたことがない方の
ためのパソコン講習で
す。講習はパソコンの
起動やマウスの使い方、文書作成や表
計算、インターネットや電子メールの
使い方についての演習を行います。
講習が終わる頃には、業務に充分通
用する技能が身に付きます。
【実施時期】令和２年１月中旬～
【実施場所】 恵庭市職業訓練センター

❾ギフトラッピング講習
プレゼント用の化
粧箱やボトルをきれ
いにラッピングしま
せんか？ギフトラッピング講習は小売
業やサービス業で、お客様のお買い物
を彩り満足を提供するための技能講習
です。２日間にわたって実施します。
季節労働者の小売業・サービス業へ
の転職を支援します。
【実施時期】令和２年１月下旬
【実施時間】午前中のみ（２日間とも）
【実施場所】恵庭市民会館

❿当協議会のオフィシャルサイトは、
パソコンやスマホから閲覧できます

協議会のホームペ

ージでは通年雇用促

進支援事業の案内や、

週刊ハローワーク千

歳求人情報を掲載しています。お手

元のパソコンやスマートフォンから

求人情報を閲覧できます。また求人

事業所の職場の雰囲気や、現場で働

く社員の感想など、面接や説明会で

は知ることのできない事業所の素顔

を載せた「企業ガイドブックウェブ

版」を公開します。事業所の隠れた

魅力をご紹介します。

⓫ アンケート調査のお願い

季節労働で働く皆様方の通年雇用

勤務を支援するため、ハローワーク

千歳にて事業ニーズ調査を実施して

います。調査の回答及び協議会への

登録、ご協力をお願いします。

３

３

えにわ通年雇用
Ｗｅｂサイトを見る
（QR コードで開く）

― 通巻３号 ―
えにわ通年雇用だより（令和元年６月７日発行）

