
・電話での予約・申し込みは受け付けておりません。
・定員に達したときは受付を締め切らせていただきます。

2022 厚生労働省委託事業　通年雇用促進支援事業

人材育成事業  資格取得講習人材育成事業  資格取得講習

お問い合わせ

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
〒060-0001 札幌市中央区北1条西8丁目2番地39  ＩＳＭ札幌大通5階

　　　   0120-916-881 TEL.011-211-1823   FAX.011-211-1822
HP http://sapporo-kisetsu.jp さっぽろ 季節　   検索

［協議会のご利用時間］9 時 00 分～ 17 時 00 分　土日祝日および 12 月 29 日～ 1 月 3 日はお休みです。※協議会の専用駐車場はございません。

▶ドローン体験セミナー
日　時　　７月 10 日 （日）10：00 ～ 16：00

場　所　　AIRSTAGE 札幌店
　　　　　札幌市清田区真栄 4 条 3 丁目 1 番 5 号（駐車場有）

定　員　　10 名（申し込み先着順。最小開催人員３名）
申込締切　　７月１日（金）
講　師　　㈱ AIRSTAGE DJI CAMP
　　　　　　　　　　 インストラクター　清水　駿矢 氏
内　容　　●ドローンを活用した業務例
　　　　　●ドローン飛行に関する法律・ルールについて
　　　　　●実技体験（ヘルメットを、ご用意いたします。）
　・Ryze Tello 操縦体験
　・DJI MINI2 操縦体験
　・DJI Phantom4　Pro/AIR2S 操縦体験
　・DJI FPV　ゴーグルによる目視外体験
　・最新産業用ドローン M300 の機能紹介・体験

日　時　　７月 31 日（日）10：00 ～ 12：00　
会　場　　北海道建設会館　９階 中会議室
　　　　　札幌市中央区北４条西３丁目１番地

講　師　　今村　美香 氏
　　　　　　（カラーコーディネーター・イメージコンサルタント）
この世に色のないものはなく、全てのものに色がついています。
色について知ることは、ファッションやメイクはもちろん、メガネ・
車・インテリアなど、全てのものでプラスの効果があるのです。
婚活・就活に向けた印象アップや、若 し々い見た目と心を保つ色の活用術を学びましょう！　

今こそ資格取得でスキルアッ今こそ資格取得でスキルアッププ

● 講習・セミナー申し込み受付開始 ● ● 講習・セミナー申し込み受付開始 ● 

お申し込みは先着順！ 
協議会の窓口で受け付けます。

協議会主催セミナーのご案内協議会主催セミナーのご案内
フライト操作を

体験しませんか !!  

▶カラー講座
暮らしを彩るカラーコーディネート

～若々しい印象作りと、魅力を上げる色の力！～

R

札幌市にお住まいの季節労働者の皆様札幌市にお住まいの季節労働者の皆様 受講料
テキスト代

無 料
受験料は自己負担

となります。

２級土木施工管理技士
（一次・二次）…………３人

２級造園施工管理技士
（一次・二次）…………３人

コンピュータサービス
技能評価試験３級講習
　………………………５人

ＷＥＢ講座 …………５人

受講者募集受講者募集

受講対象者　   
■札幌市に住民登録のある方で、次のいずれかに該当し、資格を取得して通年雇用を望まれている方
　①雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
　②離職者で、直前に「令和３年度（2021年度）または令和４年度（2022年度）の短期雇用特例被保険者」であった方
　③離職者で、直前の離職に係る雇用保険が一般被保険者であったが、その離職に係る雇用保険の受給資格がない方で、
　　かつ、前々職が「令和３年度（2021年度）または令和４年度（2022年度）の短期雇用特例被保険者」であった方

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会
LINE公式アカウント
はじめました！
登録しませんか。

参加
無料

令和４年令和４年６６月月1010日（金）日（金）9時9時 ～ ～



講　　 　習 　　　名 定  員 講習実施機関・会場 募  集  期  間 協議会主催セミナー 講 習 実 施 時 期 試　験　日 受験料（自己負担） 職場体験実習

2 級土木施工管理技士（一次・二次）
建築学、施工管理法等の法規や経験記述についての
試験対策を行う講習です。
※受験資格がありますので、詳細はお問い合わせください。

3 人

日建学院　札幌校
札幌市中央区北２条東４丁目
サッポロファクトリー３条館４階

～令和４年
7月８日（金）

※下記のうち希望するセミ
ナーに参加してください。

　（複数選択可）

■ドローン
　体験セミナー
令和4年7月10日（日）
時間10：00～16：00

【会場】
AIRSTAGE札幌店
札幌市清田区真栄4条
3丁目1番5号

■カラーセミナー
令和4年7月31日（日）
時間10：00～12：00

【会場】
北海道建設会館  9階
中会議室
札幌市中央区北4条
西3丁目1

令和4年7月3日（日）～10月16日（日）
●毎週日曜日15日間

令和4年10月23日（日）
10,500円

試験申込書代
600円

後日ご案内

2 級造園施工管理技士（一次・二次）
施工計画から安全管理まで、造園工事の総合的な責
任者としての役割ついての試験対策を行う講習です。
※受験資格がありますので、詳細はお問い合わせください。

3 人
～令和４年

7月15日（金）
令和4年9月11日（日）～11月6日（日）
●毎週日曜日9日間

令和4年11月20日（日）
14,400円

試験申込書代
600円

後日ご案内

コンピュータサービス技能評価試験３級
（ワープロ部門・表計算部門）講習

ワープロソフト「ワード」と表計算ソフト「エクセル」
の実務的な使い方を習得し、資格取得を目標とする
講習です。

5 人

パルティス時計台校
札幌市中央区北 1 条西 3 丁目
3 番地　札幌 MN ビル 11 階

～令和５年
1月27日（金）

受講承認後順次開始
～最終受講期限 
令和5年3月17日（金）
●全24回　
●1回80分の個人レッスン形式の講習です。

毎月実施予定
最終試験日

令和5年3月18日（土）

ワープロ
表計算

各5,350円
後日ご案内

ＷＥＢ講座
多くの 企 業 が WEB サイトを持っていることから、
WEB ページ作成に係る基本的な知識と技術を習得
し、簡単な WEB ページ作成を目指します。
※資格取得はありません。

5 人
～令和５年

1月27日（金）

受講承認後順次開始
～最終受講期限 令和5年3月17日（金）
●全12回　
●1回80分の個人レッスン形式の講習です。

設定無し ― 後日ご案内

●受講料・テキスト代は無料となります。　●受験料等がある場合、その分は自己負担となります。　●自己都合で中途退校した場合は受講料・テキスト代が自己負担となる場合があります。　●昨年度受講した講習と同じものは受講できません。　
●講習を受講される方は、協議会主催セミナーと職場体験実習事業にも参加していただきます。（セミナーのみ、職場体験実習事業のみの参加も可能です。）

◎申し込みには必ず確認書類を持参してください 
■短期雇用特例被保険者の証明書（下記をご覧ください
■住所を確認できるもの（運転免許証、住民票等）
■印鑑〔浸透印（シャチハタ等）以外のもの〕

③離職者で、直前の離職に係る雇用保険が一般被保険者等
　（高年齢被保険者を含む。以下同じ。）であったが、その離職に係る雇用
　保険の受給資格がない方で、かつ、前々職が「令和３年度（2021年度）
　または令和４年度（2022年度）の短期雇用特例被保険者」であった方
　（アとイの両方が必要です）
　ア　直前の離職に係る確認書類
　　　雇用保険被保険者離職票（１・２）
　　　または雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
　　（最新の被保険者資格に係る回答書をハローワークの雇用保険適用課に申請）
　イ　前々職に係る確認書類
　　　雇用保険特例受給資格者証
　　　または雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書（最新の被
　　　保険者資格に係る回答書をハローワークの雇用保険適用課に申請）

①雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
　ア　雇用保険被保険者証
　　（雇用保険被保険者資格取得等確認通知書/雇用保険被保険者証） 
　イ　雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
　　（最新の被保険者資格に係る回答書をハローワークの雇用保険適用課に申請）

②離職者で、直前に「令和３年度（2021年度）
　または令和４年度（2022年度）の短期雇用特例被保険者」であった方
　ア　離職票（雇用保険被保険者離職票（１・２））
　イ　雇用保険特例受給資格者証
　ウ　雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
　　（最新の被保険者資格に係る回答書をハローワークの雇用保険適用課に申請）

11月以降に募集する
予定の無料講習

短期雇用被保険者の証明書（下記のいずれかの証明書をご持参ください） 証明書イメージ

札幌市にお住いの  季節労働者季節労働者  の皆様へ
無料講習無料講習  のご案内です。

■車両系建設機械（整地等）
　運転技能講習（38時間講習）
■車両系建設機械（整地等）
　運転技能講習(14時間講習）
■移動式クレーン運転実技教習
■高所作業車運転技能講習
■フォークリフト運転技能講習
　（31時間講習）
■フォークリフト運転技能講習
　（11時間講習）
■福祉用具専門相談員指定講習
■２級土木施工管理技士（一次）講習
■２級造園施工管理技士（一次）講習
■ドローン資格講習（DJIスペシャリスト）

▪雇用保険被保険者証

▪雇用保険特例受給資格者証

▪雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書


