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第39回全国都市緑化北海道フェア実行委員会事務局（ガーデンフェスタ
北海道２０２２開催のため北海道職員と、恵庭市職員で構成）は、花の拠点
はなふる　センターハウス内にあります。

https://garden-festa2022.jp/ガーデンフェスタ北海道「ガーデンフェスタ北海道2022」公式サイト

第 6回
恵みの庭にようこそ

　待ちに待ったガーデンフェスタ北海道2022 開幕まであと数日。
　メイン会場となる花の拠点「はなふる」もガーデンフェスタ仕様に
変身中です！
　開幕前に、会場の演出の一部を少しだけご紹介します。
　はなふるエリアでは、広大な芝生広場にフェア期間中限定の約 1,100
㎡の大花壇が出現。黄色をベースにブルー・オレンジ・ダークレッド
などの花色グラデーションを眺めながら散策をお楽しみいただけます。
散策路には、３つのフォトスポットが。花々の中で記念撮影をして素
敵な思い出を残しませんか？ＳＮＳ投稿もお待ちしています。
　また、市民の皆さんに植えていただいた市民参加花壇も完成！約
1,500㎡のお花畑が、かわまちエリアに広がっています。漁川から吹
く風が満開の花を揺らし、イメージは深呼吸したくなるお花畑です。
　幼稚園児たちが昨年秋に植え付けてくれた、たねダンゴ花壇。かわ
いい芽が出ていましたが、いまは立派な花壇に！はなふる７つのガー
デンの一つ、プレイグラウンドを抜けたところにあります。目の前に
は漁川が流れており、とても気持ちがいいですよ。どんな花を咲かせ
ているか、ぜひ見てください。
　ちなみに、今回のガーデンフェスタで会場に植栽されている約
80,000 株の花のうち、約 96％が道内産ですが、なんと、全体の 76％
約 63,000 株は恵庭産！恵庭はまさに「花のふるさと」なんです。

　６月 25日、ガーデンフェスタ北海道2022、はじまります！
　一度、と言わず、何度でも、毎日でも、訪れたくなる会場で皆様を
お待ちしています！！

今週の星占い ラッキーワード
ラッキーカラー

ミス・バレンタインの 6月 24日～ 6月30日

家庭菜園
カモミール色

旅・ドライブ
空色

リサイクルショップ
白

イベント会場
ラベンダーブルー

居場所を整えたり、家族を
サポートすることで運気が
アップします。手間をかけ
て手作りしたり、植物を育
てることで元気になれます。

新しい目標を持つことで未
来が開けます。目先のこと
にとらわれない広い視野を
持ち、自分自身の夢を描い
てみてください！

不要な物を思い切って手放
すことで、より良い物が手
に入り運気がアップしま
す。家を片づけたり整理す
ることもおすすめです。

新しい夢や目標が見つかる
時です。できるだけ行動範
囲を広げて、初めての場所
に出かけてみましょう。新
しい発見があります。

学びの場・講習
メロン色

名刺
すみれ色

感謝の心
パープル

休息
ミントグリーン

調停・話し合い
夕焼け色

リラクゼーション
ピンク

アート・音楽
ルビーレッド

好奇心や向学心が高まりま
す。新しいことを学んだり、
技術を習得することで、成
長できる時期です。良い指
導者に出会えます！

周囲から注目され、頼りに
されることが増えそうです。
面倒だと思うことも敢えて
引き受けると、人間的に大
きく成長できる時期です。

停滞していたことや待たさ
れていたことが前に進む時
です。自分の直感を信じて、
やりたかったことに挑戦す
ると幸運を受け取れます。

日頃隠されているものが表
面化する時です。目に見え
ない不思議な体験や、人と
のつながりに助けられる出
来事がありそうです。

疲れがたまってはいません
か？ 周囲に気を遣うよりも、
自分自身を癒やすことが求
められています。心や体を
休めてリラックスしましょう。

人間関係が近くなり、真剣に
向き合わなくてはならないこと
がありそうです。妥協ではない
互いの中間地点を見つける姿
勢で対話すことが大切です。

仕事とプライベートの切り替
えが求められています。義務
や責任から離れ、心や体を
癒やすことが大切です。時
には断ることも必要ですよ。

冒険心が高まります。心が
わくわくすることに積極的
に参加しましょう。あなた
の魅力が輝き、恋愛運も上
昇中です。

インスピレーション
こはく色

　

■お問合せ／“社会を明るくする運動”恵庭市推進委員会　
☎0123-33-9436
（保護司会恵庭分区）

“社会を明るくする運動”恵庭市推進委員会からのお知らせ７月は
「社会を明るくする運動」
強化月間です！

７月は
「社会を明るくする運動」
強化月間です！

「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行のない
地域社会を作ろうとする全国的な運動です。
毎年７月を強調月間として、全国各地で各種運動を展開しています。

犯罪に 戻らない 戻さない
【再犯防止に関する宣言】

千歳市選挙管理委員会事務局（本庁舎地階） TEL 0123-24-0795

新型コロナウイルス感染症防止対策へのご協力をお願いします
●投票所にお越しの際は、「マスクの着用」「出入口での手指消毒」「咳エチケット」にご協力をお願いします。
●投票用紙に記載するため、ＨＢの鉛筆やシャープペンシルを持参することができます。
●「３密」防止のため、前後の方との間隔を広く開けてお並びください。また、入場の際にお待ちいただく場合がありますので
　ご了承ください。

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方
●「特例郵便等投票」ができますので、手続き方法につきましては選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

https://www.city.chitose.lg.jp/docs/25904.html

7月10日
投 票 所

7:00～20:00
千歳市役所ホームページ内トピックス「第２６回参議院議員通常選挙」のページに
掲載しています。

千歳市
からの
お知らせ

は投票に行こう!
第２６回参議院議員通常選挙
日

投票時間 ※農民研修センターと支笏湖市民センターは、7:00～19:00

臨時期日前投票所 上記以外に以下の日程で臨時期日前投票所を開設します。

7月5日（火）

7月6日（水）

7月7日（木）

7月2日（土）
3日（日）

投票時間日にち ところ 住所 （対象）

10:00～19:00

10:00～14:00

12:00～19:00

9:30～17:30

支笏湖市民センター

農民研修センター

千歳市向陽台支所

千歳市支笏湖温泉3番地
（千歳市内にお住まいの方）

千歳市若草４丁目13番地の1
（千歳市内にお住まいの方）

千歳市東丘824番地の121
（幌加、協和、新川、東丘にお住まいの方）

千歳市勇舞8丁目1番1号
（千歳市内にお住まいの方）

8:30～20:00 千歳市役所本庁舎
１階市民ロビー

6月23日（木）
　 〜　　
7月9日（土）

投票時間日にち 住所 （対象）

千歳市東雲町２丁目34番地
（千歳市内にお住まいの方）

期日前投票所 仕事や旅行の予定があり、投票日当日に投票ができない方は、期日前投票をご活用ください。

ところ

ちとせモール2階
スタジオアリスさん横

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。

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3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

●運転免許教習 ●介護職員養成研修 
●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5年2月に開催予定の「就
職支援セミナー」へ参加でき
る方

❷

《雇用保険被保険者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
回答書》 季節労働の離職日が令和3年4月1日以降

離職日が令和3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
照会回答書》

現在

令和4年度 季節労働者資格取得促進事業

助成ご利用の流れ

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!!

●本助成を初めて利用する方の受付は7/1（金）から
●過去に本助成を利用した方の受付は7/19（火）から受付開始について

資格取得費用の一部を助成！
資格を取ろう！

資格取得に
要した費用の約50%を助成します

（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5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(補習・補講の受講料を含む）で交通費、資格取得に係る検定試験の受験料等は対象外です
※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

資格を取得した日から起算して30日後又は令和5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）
※助成金を受給した年度の翌年度４月末日までに、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5年2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）

※受講者本人以外（代理者等）の
　申込みは受け付けません。

（限度額16万7千円まで）


