
2023年1月13日（金）ちゃんと 20

恵庭市からのお知らせ

｢えにわワクワク商品券｣使用期限のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少に加え、原材料等の価格高騰による影響により落ち
込んだ、市内経済の循環・回復を目的として、配布しておりました商品券は、全ての世帯（令和4年9月30
日時点で恵庭市に在住している方）への配布が完了しております。

不在連絡票が投函されているにもかかわらず、再配達の手続きをとらなかったなど、受け取れなかった方につきましては、市役所（恵庭市役所3階
商工労働課）にて商品券をお渡しすることができますので、本人確認書類をご持参の上、ご来庁していただきますようお願いいたします。 また、再
郵送は行っておりませんのでご了承ください。※世帯主以外の方が引取りにくる場合は、必ず委任状が必要となります。（市役所ホームページからダ
ウンロード可、同居の親族等でも委任状は必要です。）※本人確認書類は顔写真付きの身分証（運転免許証やマイナンバーカード等）それ以外の場合は、2
点確認となります。

恵庭市役所商工労働課 TEL.33-3131  [内線]3331、3332 FAX.33-3137お問合せ先

3月31日

使用期限は

令和5年

お忘れなく！

で使えます。

1枚 500円
青色のポスターの大型店舗では、

「えにわワクワク商品券」 の利用方法 （ お店によって使える金額が違います!! ）

青色のポスターが目印

で使えます。
1枚 600円

ピンク色のポスターの特定店舗
（中小規模店舗）では、

ピンク色のポスターが目印

例） 大型食品スーパー
 ドラッグストア
 家電量販店 など

例） 飲食店
 理容・美容店
 サービス店 など

※おつりの払い出し不可

※店舗の詳細は、同封の参加事業者一覧をご確認ください。
　同封の参加事業者一覧は9月30日時点での参加店舗です。

最新の参加事業者一覧は、恵庭市ホームページでご覧に
なれるほか、商品券表紙に記載の二次元コードから検索
することができます。

●他の商品券や切手など換金性の高いものの購入、および換金
●事業活動に伴った商品等の購入
●出資、債務（税金、水道料金、社会保険など）の支払
●家賃や生命保険、自賠責保険などの支払
●宝くじ、スポーツ振興くじの購入 　●たばこの購入

《注意事項》
商品券の
対象外となる例 ※恵庭市指定ごみ袋にはご利用いただけます。

●令和4年10月1日～令和4年12月31日（令和4年12月31日基準日）の間に転入した方や、出生した方を対象として、追加で商品券を令和5年1月末を目途に配布いたします。

配布された商品券の使用期限は令和5年3月31日までです

恵庭市通年雇用促進協議会 〒061-1498 北海道恵庭市京町1番地
恵庭市役所経済部商工労働課内

TEL：0123-33-3131（内線3334）  FAX：0123-33-3137
E-mail:eniwa-kisetsu@amail.plala.or.jp

お問い合わせ
お申込みは

1.ボイラー技士関連講習

1.建設機械運転技能講習 おもてなしのギフトラッピング

3.建設作業主任者技能講習

① 車両系建設機械（整地・掘削）運転技能講習
② フォークリフト運転技能講習
③ 玉掛け技能講習
④ 小型移動式クレーン運転技能講習
⑤ 高所作業車運転技能講習
⑥ 車両系建設機械（解体用）運転技能講習
⑦ 不整地運搬車運転技能講習 ほか

① 地山掘削及び土止め支保工作業主任者
　 技能講習
② 足場組立等作業主任者技能講習
③ はい作業主任者技能講習
④ 型枠支保工の組立等作業主任者技能講習
⑤ コンクリートの解体等作業主任者技能講習

【日　時】 ① 令和５年 ２月   ６日(月)～ ８日(水)  
　　　　 ② 令和５年 ３月   １日(水)～ 3日(金) 
　　　　 ③ 令和５年 ３月２４日(金）～２６日（日）

❶ボイラー実技講習（3日間）

【場　所】 恵庭市民会館大会議室・中会議室
【日　時】 令和５年１月２３日(月)～２４日(火)
　　　    （２日間講習）
　　　　  ９：３０～１２：3０ ※実施日により終了時間が若干異なります

【場　所】 恵庭市民会館大会議室
【日　時】 令和５年１月２３日(月)　１３：００～１４：3０
【講　師】 プランＤＯ 代表 ファイナンシャルプランナー 須藤　臣さん

① 刈払機取扱者安全衛生教育
② 新伐木等の業務（チェーンソー）特別教育
③ ローラーの運転特別教育
④ 職長教育・安全衛生責任者安全衛生教育 ほか

2.建設業安全衛生・特別教育
【講　師】 ラッピングコーディネーター　越野 友貴子さん

年金制度を知って安心な老後を設計

贈答用の化粧箱やリボンをきれいにラッピ
ングしませんか？ギフトラッピング講習は小
売業・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。

令和４年４月の年金制度改正に伴い、厚生年
金への加入や年金受給開始時期、在職老齢
年金額の緩和など、季節労働者の生活スタ
イルや老後の設計に大きな影響を与えかね
ません。年金制度の内容を知って、賢い生
活設計を行なうためのセミナーです。

接客・接遇の作法は職場内で競合他社との差
別化を図り、自社商品やサービスの付加価値
を高めます。また、社内外での円滑なコミュ
ニケーションとモチベーションの向上を図る
ことができる、働く人の身だしなみです。

恵庭市通年雇用促進協議会からのお知らせ

季節労働で働く皆さんの通年雇用化を支援します
検索えにわ通年雇用事業参加の対象となる季節労働者とは、令和3年度～4年度に雇用保険短期特例被保険者である（あった）方です。

※コロナ禍等により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。 ※技能講習の詳細や定員状況については協議会までお尋ねください。

〈 厚生労働省委託   令和4年度通年雇用促進支援事業〉

1建設関連技能講習 3ギフトラッピング講習

4年金の基礎知識セミナー

2施設管理業務技能講習

【場　所】 恵庭市民会館大会議室
【日　時】 令和５年１月２７日(金)　１３：００～１４：3０
【講　師】 ㈱青山プロダクション 代表取締役 青山  夕香さん 

コミュニケーション力を高める
接客・接遇セミナー

5接客・接遇セミナー

1.ドローン活用セミナー
ドローンの操縦に必要な関連法令や禁止事
項、新たな職務や業務効率に成功した利活
用事例をご紹介します。
【場　所】 恵庭市民会館大会議室
【日　時】 令和５年３月９日(木)
　　　　 １４：００～１６：００

これまでドローンに触れたことのない初心
者の方を対象に実施します。女性の方も多
数参加しています。
【場　所】 福住屋内運動広場
【日　時】 令和５年３月10日(金)１0：００～１5：3０
【講　師】ＨＥＬＩＣＡＭ㈱

２.ドローン操縦技能講習
  （基礎トレーニング）

8医療･介護･福祉事業合同企業就職説明会

社会福祉法人いちはつの会　
医療法人社団慶心会　
医療法人北晨会　
医療法人盟侑会　
社会福祉法人恵望会　
社会福祉法人健美会　
有限会社セカンドライフ　
株式会社橙果舎　
株式会社ＧＡＫＵＳＡＮ
HITOWAケアサービス株式会社　
株式会社ビジュアルビジョン
社会福祉法人恵庭光風会
医療法人盟侑会　
社会医療法人恵和会　
医療法人社団緩和ケアクリニック・恵庭
医療法人社団尾形病院

社会福祉法人いちはつの会恵庭地区
介護付有料老人ホーム ラ・デュース恵み野 他
介護老人保健施設 恵み野ケアサポート
介護老人保健施設 アートライフ恵庭
特別養護老人ホーム 恵望園
地域密着型特別養護老人ホーム ふる里えにわ
グループホーム 北のくにから
グループホーム こもれびの家・めぐみの
小規模多機能施設・グループホーム のりこハウス
介護付有料老人ホーム イリーゼ恵庭 他
けあビジョンホーム恵庭
恵庭光と風の里ほか
島松病院
恵庭第一病院
緩和ケアクリニック・恵庭
尾形病院

法　人　名 事　業　所　名業　　　種

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

医    療    機    関

障がい者福祉施設

医療・介護・福祉サービス事業に特化した就職説明会を実施します。新たな出会いが待っています。
【場　所】 恵庭市民会館中・大会議室
【日　時】 令和５年２月１１日（土）９：３０～１２：３０
【後　援】 千歳公共職業安定所（ハローワーク千歳）

【その他】 入場無料、履歴書不要、入退室自由
【募集職種】 看護師、准看護師、看護助手、介護福祉士、介護職員、
　　　　　  就労支援員、その他業務職員 

〈
参
加
企
業
〉医
療
機
関
、介
護･

福
祉
サ
ー
ビ
ス
業

※参加事業所、募集内容等に変更があった場合はあらかじめご容赦願います。

【講　師】ＨＥＬＩＣＡＭ㈱ 代表取締役 丹野  宏柄さん

※１）ギフトラッピング講習は電話での受講予約、または協議会ホームぺージからお申し込みでき
　　ます。 電話予約の場合は当日研修会場で申込書にご記入して頂きます。

※１）年金の基礎知識セミナーは電話での受講予約、または協議会ホームぺージからお申し込みが
　　できます。電話予約の場合は当日研修会場で申込書にご記入して頂きます。

※１）接客・接遇セミナーは電話での受講予約、または協議会ホームぺージからお申し込みができま
　　す。電話予約の場合は当日研修会場で申込書にご記入して頂きます。事業所向け事業と合同
　　で実施します。

2.危険物取扱者乙種四類試験準備講習（2日間）
【日　時】 令和５年   ２月２１日(火)～２２日(水)

【日　時】 令和５年   １月２７日(金)、９：００～１７：００
❷２級ボイラー技士免許受験準備講習（1日間）

受講料 無料
電話申込可

電話申込可

ホームページ
から申込

協議会窓口
にて申込

協議会窓口
にて申込

7介護福祉関連技能講習
福祉有償運送運転者講習
介護タクシー、介護・福祉事業所の利用者等を
有料または無料にて車で送迎するための技能
資格です。

【場　所】 札幌市南区真駒内旭丘７丁目８番１号 
　　　　 北海道青少年会館コンパス
【日　時】 令和５年２月１０日（金）

協議会窓口
にて申込

予約不要

電話申込可

6ドローン技能講習・活用セミナー


