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お問い
合わせ
千歳市季節労働者通年雇用促進協議会
千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市役所本庁舎1階 商業労働課 労政係内（窓口11番）TEL.（0123）24-0602TEL.（0123）24-0602

〈直通〉

千歳市季節労働者通年雇用促進協議会

新型コロナウイルス感染症の発生状況により本事業を延期又は中止する場合がありますので、予めご了承ください。

通年雇用を希望する季節労働者を応援!!通年雇用を希望する季節労働者を応援!!

対象者ごとの必要書類受講対象者

短期雇用保険加入中離職期間

離職期間 離職中短期雇用保険加入期間

離職期間 離職中一般・高年齢雇用保険加入期間短期雇用保険加入期間

①現在季節労働で働いている方

③現在離職中で前々職が季節労働だった方

②現在離職中で前職が季節労働だった方

1年未満

①雇用保険の種類が「短期雇用特例
　被保険者」として雇用されている方
②現在離職中（離職日が令和2年４月
　１日以降）で、前職または前々職の
　雇用保険の種類が「短期雇用特例
　被保険者」であった方

千歳市に住民登録があり、
通年で働くことを希望して
いる季節労働者で、次の①
または②に該当する方

教育訓練・資格
取得講座の一例

●介護職員養成研修 ●運転免許教習 
●建設関連講習等 ●厚生労働大臣が指定した教育訓練

❶

令和4年１月に開催予定の「就
職支援セミナー」へ参加でき
る方

❷

《雇用保険資格取得等確認通知書（被保険者通知用）・雇用保険被保険者証》又は
《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による回答書》

前々職の確認書類として《雇用保険特例受給資格者証》又は《雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票による
回答書》及び 直前職の確認書類として《雇用保険被保険者離職票（１・２）》又は《雇用保険被保険者資格取得届出
確認照会票による回答書》 季節労働の離職日が令和2年4月1日以降

離職日が令和2年4月1日以降

《雇用保険特例受給資格者証》又は《雇用保険被保険者離職票（１・２）》又は《雇用保険被保険者資格取得届出確認
照会票による回答書》

現在

●本助成を初めて利用する方の受付は7/12（月）から
●過去に本助成を利用した方の受付は7/26（月）から

令和３年度 季節労働者資格取得促進事業

受付開始について

助成ご利用の流れ

資格取得に
要した費用の約50%を助成します《限度額16万7千円まで》

資格取得費用の一部を助成！

（資格や免許の名称・料金等が記載されたパンフレットを準備）

協議会窓口へ申込み【TEL（0123）24-0602】※お申込み人数によりお待たせすることがありますので予めご了承ください

※資格免許等は厚生労働省又は北海道の認定を受けた教育訓練機関が実施するものであること
※資格取得後、令和4年３月17日までに２回目の申請ができること
※ハローワークの教育訓練給付金又は短期訓練受講費を受けていないこと（受ける予定を含む）

申請に必要なもの ①訓練機関名、資格名、受講料及び受講期間がわかるパンフレット等
　　　　　　　　 ②住所と顔が確認できる証明書（運転免許証、マイナンバーカード等）　③対象者毎の必要書類一式
※教育訓練に要する費用は一旦全額自己負担となります　※受講開始後の申請は受け付けません

申請に必要なもの ①資格証など資格取得日がわかる証明書（運転免許の場合は免許証） ②入金を希望する口座の通帳等
　　　　　　　　 ③受講料を支払った本人名義の領収証又はクレジットカード払控の原本を提出
※助成対象になる費用は入学金や受講料等（教科書・教材費を含む）で検定試験料は対象外です
※資格試験（検定試験）に不合格の場合、助成金は支給されません

※承認前に受講を開始した場合や承認内容と異なるコースを受講した場合、助成金は支給されません

協議会から「指定教育訓練実施計画承認通知書」が届く

資格取得後１か月以内又は令和4年３月17日のいずれか早い日までに２回目の申請

（指定口座への助成金振り込みを確認）

通年雇用になり次第「通年雇用化状況届」を提出
（窓口へ持参又は郵送する）
※資格取得後３ヵ月が経過しても通年雇用にならなかった方は、その
　時点で提出してください

令和4年１月開催予定の「就職支援セミナー」に
参加してください
※不参加の場合、次年度の受講申込みをお断りする場合があります

協議会から「助成金交付決定通知書」が届く

雇用状況の報告及びセミナー参加について

❻通年雇用になった方は、 通年雇用にならなかった方は、 

❶お問合わせ

（受講申込み）

❸教育訓練受講開始 

❷1回目の申請 

❹２回目の申請 

❺助成金交付 

（助成金交付申請）
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※受講者本人以外（代理者等）の申込みは受け付けません。

0120-311-779 検索OBARAイオン千歳店
千歳市栄町6丁目 イオン千歳店1F　  営業時間／9:00～21:00（通常営業時間）

●イオンカード20回払いの分割手数料ゼロ。●月々¥4,000～のオバラローン36回分割手数料ゼロ。（手数料はオバラが負担します）

OBARA イオン千歳店
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道文教大のしあわせレシピ
　北海道文教大学は、2021 年 6 月 11 日「ポッカサッポロ北海道株式会社」と包括連携協定を締結いたしました。 
今回は、ポッカサッポロ北海道（株）の看板商品【ポッカレモン 100 】を使用し、レモンの特性を活かしたキャン
プ料理 2 品をご紹介します。

レモンの酸味には、塩味を感じやすくする効果があるため、

塩の量が少なくても十分おいしくいただけます！

臭み成分をやわらげる働きがあるレモン果汁は、

下処理＆仕上げの W 使いがおススメです♪
ポイント ポイント

「ポッカレモン100」を使用したキャンプ料理 編

人間科学部 健康栄養学科
講師　山森　栄美

美味監修

材料（4 人分） 材料（4 人分）

作り方 作り方

●ラムチョップ 2本分（漬けダレは、摂取する分量の栄養価として算出）

エネルギー たんぱく質 脂質 ビタミンC 食塩相当量

247kcal 10.6g 19.5g 6mg 1.2g

●1人分（写真は殻付きですが、栄養価は「むきえび」として算出）

エネルギー たんぱく質 脂質 ビタミンC 食塩相当量

152cal 12.1g 9.4g 10mg 1.0g

無限タンドリーラム レモン増し増しガーリックシュリンプ
レモンの酸味で減塩＆おいしさUP！ 下味＋仕上げのレモンでエビの臭みをマスキング！

①�保存袋に漬けダレの材料を入れてよく混ぜる。
②�①にラムチョップを入れてもみ込み、冷蔵庫で
1時間（前日仕込む場合は一晩）漬け込む。

③�バーベキューコンロでこんがり焼き目がつくま
で焼き、同じく焼いた季節の野菜と盛り付けて
できあがり。

①�キッチンばさみでエビの背に切り込みを入れ、
背ワタを取り除く。

②塩を加えた水で①を洗い、水気を拭く。
③�保存袋に、ガーリックソースの材料と②を入れ
て袋の上からもみ込む。(30 分程度置く）

④�鉄板に③をソースごと広げて香ばしく焼き、仕
上げにポッカレモン、黒こしょうを振り、パセリ
を散らしてできあがり。

･ラムチョップ�…………8本
･付け合わせ(季節の野菜）
�� ……………………… 適宜
　　･プレーンヨーグルト
　　����… 200g（1/2パック）
　　･カレー粉�……大さじ2
　　･オリーブオイル
　　����………………大さじ2
　　･ポッカレモン100
　　����………………大さじ2
　　･はちみつ
　　����………………大さじ1
　　･にんにく（すりおろし）
　　����………………小さじ1
　　･しょうが（すりおろし）
　　����………………小さじ1
　　･塩�……小さじ1と1/2
　　･粗挽き黒こしょう
　　����……………小さじ1/2

･バナメイエビ�……… 16尾
･塩�………………小さじ1/2
･ポッカレモン100
�� ……………………大さじ1
･粗挽き黒こしょう
�� ……………………… 少々
･パセリ�……………… 適量
　　･にんにく(みじん切り）
　　�� ……………………2片
　　･玉ねぎ（みじん切り）
　　�� …………………1/4個
　　･オリーブオイル
　　�� ………………大さじ3
　　･ポッカレモン100
　　�� ………………大さじ2
　　･白ワイン（あれば）
　　�� ………………大さじ1
　　･ハーブソルト（なければ塩）
　　�� ……………小さじ1/2
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千歳市産業振興部産業支援室 開発振興課 （事業主体・売主／千歳市）

Tel.0123-42-5501 https://www.chitose-izumisawa.jp/
〒066-0009 千歳市柏台南1丁目3番地の1 千歳アルカディア・プラザ3階（JR南千歳駅前）

詳細については
こちらにお問合せ
ください。

「文京ニュータウン」と「福住住宅地」

好評分譲中!好評分譲中!

千歳市 泉沢向陽台住宅地千歳市 泉沢向陽台住宅地

住宅メーカー住宅メーカー建築条件なし!建築条件なし! で決められます。で決められます。ははお客様の好みお客様の好み3

1坪約49,600円1坪約49,600円からとからと になっています。になっています。お求めやすい価格帯お求めやすい価格帯2

広い区画でスローライフ広い区画でスローライフ
隣の家と間隔を空けて建てられます。隣の家と間隔を空けて建てられます。

が楽しめます。が楽しめます。
土地は広さがあるので、土地は広さがあるので、

1

4 アクセスが良いアクセスが良い静かな住宅街。静かな住宅街。
約5分！約5分！、、約11分約11分 新千歳空港IC新千歳空港ICまで車でまで車でまで車でまで車で新千歳空港新千歳空港

魅力

最多価格帯最多価格帯
400万円台400万円台
89坪～124坪89坪～124坪
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