
2021 年 2 月 12 日（金） ちゃんと11

【スーパー】冷蔵、冷凍でしか扱えない商品。食
料品（豆腐、漬物など要冷蔵のもの）、ドリンク
（牛乳等）、乳製品、パン、和菓子・スイーツ、冷
凍食品、アイス等。

知ってるようで、
 知らない

コトバ

日配
に っ  ぱ い

　例として、ある地域で求

職者150人に対して求人が

300件あるとき、有効求人

倍率は2.0倍となります。こ

の場合、地域の多くの企業

で人手が足りず積極的に求

人をしており、仕事選びや

採用・条件面で求職者に有

利となりやすい状況です。

　また、有効求人倍率は景

気とほぼ一致して動くため、

経済状況の目安としても参

考にできます。

就職活動の見通しを
立てる際にも役立ちます！

〈出典〉安定所別月間有効求人倍率（常用）の推移/厚生労働省北海道労働局 

0.99倍全 道 前月と変わらず

新聞や求人紙、インターネット
等に掲載されている情報を活用
して、就職活動の味方につけま
しょう！
仕事探しにまつわる、気になる
用語の意味や見方を解説します。

コラム

0.77倍
千歳市・恵庭市の有効求人倍率令和2年

12月 前月より
0.01ポイント下降

　有効求人倍率とは、求職者

1人に対して何件の求人があ

るかを示す数値で、有効求職
者数（人）÷有効求人数（件）
の計算で求められます。厚生

労働省が月1回発表しており、

ハローワークに登録された求

職者数と求人数をもとに算出

しています。

　求職者にとって「就職しや

すさ」の指標と言われており、

数値が大きいほど就職しやす
く、小さいほど就職が難しい
状況と見ることができます。

有効求人
倍率について

◆就職しやすさの目安

仕　事▶��病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月）�※更新有
給　与▶��時給900円 ※22時〜翌5時は深夜割増有�
時　間▶�①17:15〜翌8:45（実働8.5h）�

②8:45〜17:15（実働7.5h）�
③17:15〜翌11:45（実働11.5h）�
④20:15〜翌8:45（実働6.5h）�
⑤8:45〜翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶�週2〜3回、シフト制
待　遇▶�労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有）�
勤務先▶�千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9〜18時】��担当/西田
株式
会社

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

パ 病院の夜間受付

3月
単月
もOK

3月・4月の
2ヶ月

★
時
間
・
給
与

面接会に
お越しください！

【持ち物】・写真付き履歴書
・黒ボールペン

●�各回とも開始時間の5分前までに会場へお越しください。�

千歳市泉沢1007-206千歳ベース 担当/越川（こしかわ）☎0123-48-3812☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
仕　事▶�ⓐ宅急便・メール便などの仕分け�

ⓑ運転助手�ⓒ検問など
資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎、�

高校生不可
給　与▶�表参照
時　間▶表参照
勤　務▶�週3日〜�※応相談
待　遇▶�ヘルメット貸与、安全靴貸与、送迎バス有、�

車通勤可（送迎バスエリア外・時間外の場合
交通費支給有）

宅急便宅急便 仕分けスタッフ募集!!
※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。�
ご了承ください。学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!
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�千歳ベースで日中開催の面接会には、千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の送迎バスをご利用可能です。（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

勤務時間 送迎 時給
❶ 19:30〜23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円 22時以降/1,188円

❷ 19:30〜翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 千歳・恵庭 970円 22時以降/1,213円

❸ 21:00〜翌1:00（実働4h） - 1,000円 22時以降/1,250円

❹ 21:00〜翌4:00（実働6h、休憩1h） - 970円 22時以降/1,213円

❺ 23:00〜翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,213円

ア 宅急便等仕分け作業

2 0 2 1

美容
スタッフ

仕　事▶�お客様の悩みや希望に合わせて、美容のア
ドバイスやスキンケア、メイクを行います。

時　間▶�10:00〜19:00の間で6h以上�※応相談
勤　務▶月15〜20日のシフト制�※応相談
給　与▶�月110,000円＋販売手数料

少しでも興味のある方、ご参加お待ちしてます!

レラショップ
応募・お問い合せ

2/16（火）・19（金）
①13:00〜14:00 ②17:00〜18:00《各日2回》

オシゴト体験会

千歳市柏台南1丁目2-1�千歳アウトレットモール・レラ735区画

☎0123-25-3130☎0123-25-3130

WワークOK

募集

委 美容スタッフ

給　与▶�①時給870円 ②時給920円
時　間▶�①8:00〜12:00、13:00〜17:00��

②18:00〜22:00
勤　務▶週3日〜OK（シフト制）
休　日▶�日曜、祝日、他

①昼清掃 ②夜清掃/我汝会えにわ病院パート

㈱道央環境センター㈱道央環境センター 恵庭市本町27番地恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年
2回、制服貸与、交通費規定支給、車
通勤可、有給休暇有

共通
項目

清掃/ラ･デュース恵み野パート

給　与▶�時給870円
時　間▶8:00〜14:00の間で実働2.5〜5.5h
休　日▶シフト制　※勤務日要相談

パ 清掃

資　格▶�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶�週5日勤務/時給1,260円〜 
週4日勤務/時給1,200円〜 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年2回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４〜5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、労災保険、�

通勤・車両借上手当

★�有給を取りやすい職場です。
★�未経験の方でも同行しますので大丈夫です。

★�ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行います。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

担当/木下まずは
お電話ください。

時間相談時間相談
できます♪できます♪

☎0123-33-1120

パ 訪問介護員

仕　事▶�中古車の洗浄ラインでのシートや�仕　事▶�中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7〜10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00〜17:00
給　与▶�時給920円 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服

貸与、有給休暇制度有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をご持参ください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/
佐藤・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000

マイカー
通勤可能！

★40〜50代も活躍中!! ★女性も活躍中!

中古車の中古車の
洗浄ライン洗浄ライン
作業スタッフ作業スタッフ

契 洗浄ライン作業スタッフ

ご都合に合わせて働きやすい!

未経験者歓迎!

販売スタッフ販売スタッフ
人事人事パート募集!パート募集!

山崎製パン㈱札幌工場恵庭市
恵南10-1

◆販売スタッフ
仕　事▶�工場内における販売・在庫管理�

(作業制服・日用品・食品等の販売、在庫量
に応じた発注業務等)

時　間▶�①10:30〜19:00�
②7:00〜10:00もしくは11:00

勤　務▶�①月15日〜(シフト制)�
②平日のみ

給　与▶�時給930円
資　格▶�未経験者歓迎
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、格安食堂、�

①のみ社保完備、昇給･賞与有(規定有)

★�JR恵庭駅から無料送迎バス有!詳しくはお問合せください。
★休憩室で無料Wi-Fiが使えます!!

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分受付/9〜18時　人事採用担当まで
☎0123-34-1128

ブランクある方や未経験者も大歓迎!工場内【ヤマザキショップ】販売スタッフ

◆人事
仕　事▶�アルバイトの採用業務の補助を始め、電話

応対、データ入力作業、書類の整理整頓、制
服・帽子等の備品管理などの事務作業

時　間▶�8:00〜17:00（休憩1h）�
※その他の時間帯は応相談

休　日▶�月8日〜（シフト制）�
★休日希望、聞かせてください。

給　与▶�時給930円
待　遇▶�社保完備、昇給･賞与有(規定有)、交通費規定

支給、車通勤可、制服貸与、格安食堂・売店有

応
募

パ 販売スタッフ、人事

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

仕　事▶�半導体チップの外観検査�
（顕微鏡使用）

給　与▶�時給861円〜  
※試用期間3ヶ月有

時　間▶�8:30〜17:30（実働8h）
休　日▶�年間120日、土・日曜日、祝日�

※土曜日･祝日出勤有（年間5日程度）
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

担当/原・宮川☎34-3111
電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

未経験者未経験者歓迎!!歓迎!!

女性が活躍中の女性が活躍中の
職場です♪職場です♪

ほとんどの方が未経験から始めています★ほとんどの方が未経験から始めています★

パ 検査

千歳市豊里
2丁目10-4

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

☎0123-40-7166
伊藤建設工業有限会社

[期間社員]土木作業員 
給　与▶�日給8,000円〜 ※能力･経験による
[期間社員]重機運転手
給　与▶�日給10,000円〜 ※能力･経験による
[正社員]土木施工管理技士
給　与▶�月給270,000円〜 ※能力･経験による

《共通項目》
時　間▶�8:00〜17:00�※現場により変動有
休　日▶�日曜、お盆・年末年始
待　遇▶�社会保険（勤務時間による）、

厚生年金、雇用・労災保険、�
通勤手当（社内規定有）�

経験者･技能者は
優遇します!!

正期 下記参照

時　間▶�①9:00〜13:00�②13:00〜17:00�
③17:00〜21:00�※実働4h、シフト制

勤　務▶�週3〜5日
給　与▶�時給886円 ★日曜・祝日は時給+100円  

※試採用期間4ヶ月/時給861円

レジ（サポート） パート

時　間▶�①7:15〜11:15�or�8:00〜12:00�
②12:00〜16:00�※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円+職務加給30円 

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円

デリカ担当 ★1日4時間からOKパート

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/佐藤

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

★  学生大歓迎!!
高校生もOK

時　間▶17:00〜21:00
勤　務▶�週3〜5日
給　与▶�時給861円

レジ兼品出し アルバイト

アパ 下記参照

正社員募集正社員募集
仕　事▶�管理物件の清掃（主に夜間）
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶ 月給210,000〜321,500円 ※年齢・経験による 

※試用期間3ヶ月/時給1,100円(日勤の場合/時給862円)
時　間▶�18:00〜翌6:00の間で実働8h�

※9:00〜18:00（日勤）の場合も有
勤　務▶�シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶�札幌近郊��※恵庭の事務所へ出勤後、現場に移動します。

〒061-1432�恵庭市恵央町8-1㈱ウエスト
担当/平井

まずは、お気軽にお電話ください。

070-6951-3755

未経験者歓迎！
正 清掃スタッフ
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