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お申し込みは
■発行 株式会社メディアコム 千歳市北斗4丁目13番20号
■Q人ナビウェブサイト https://chanto.biz/qnavi/

千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派 営業時間  10:00～18:00 飲食コーナーは15:00迄（年中無休）
千歳市真々地4丁目9-1 ℡ 0123-27-0510

毎
月18日
いちばの日 10～8％OFF!全

品

30%OFF!
お菓子 20%OFF  
民芸品 10%OFF  

いつでもお得!

※一部除外品有

店頭表示
価格より

300円ラーメン
みそ・しお・しょうゆ

（税込）

海産物

さらに

千歳市児童館千歳市児童館11月月の親子行事の親子行事

アイコンの説明 開催日 時間 会場 対象 定員 持ち物 講師 参加料 申込 問合せ

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、変更となる場合があります。

＊企業連携ぷちゼミ「産後ボディメン
テナンス講座」
提供：医療法人社団いずみ会 北星病
院、ライフ・オステオパシー・センター
　育児・家事の合間にできる「骨盤
メンテナンス」・「リフレッシュ体操」
を理学療法士や整体師と一緒にやっ
てみましょう。

託児はありません。お子さんと一緒の
参加になります。
  1月20日（木）
 10時30分～ 11時30分
  抱っこひも・あれば骨盤ベルト・
ヨガマットに敷くバスタオル・
飲み物
  12人申込順（産後6か月までの
方・初回の方優先）
 12月13日（月）～

児童館においでよ！ 詳細は各児童館へ！　
電話申込は、午前9時からです。

◆ほくよう児童館（勇舞）　
千歳市勇舞３丁目４-1

☎＆FAX 0123-26-6789

 札幌方面千歳警察署　☎0123-42-0110

千歳警察署からのお知らせ

問合せ

　平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮
当局による人権侵害問題への対処に関する
法律」が施行され、毎年12月10日から同月
16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
と定めています。
　拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題
であり、この解決をはじめとする北朝鮮当
局による人権侵害問題への対処が、国際社
会を挙げて取り組むべき課題とされる中、私
たち国民がこの問題についての関心と認識
を深めていくことが大切です。

1212月月1010日日から同月から同月1616日日まではまでは
北朝鮮人権侵害問題啓発週間北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。です。

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

仕　事▶ オフィスビルの日常清掃 
（共用部、廊下や階段の手すりを拭く、トイレ清掃等）

資　格▶年齢・経験不問、未経験者歓迎、シニアも可
給　与▶時給1,000円
時　間▶8:00～9:30
勤　務▶週4日程度　※土日祝休み
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶ 北広島輪厚中央/水土里ネット北海道 

※輪厚ICから車で5分位

未経験者未経験者
歓迎歓迎

オフィスビルのオフィスビルの

日常清掃日常清掃
★WワークOK・扶養内勤務可・土日祝はお休みです!!★WワークOK・扶養内勤務可・土日祝はお休みです!!

北広島 ア パ 清掃 千歳 ア パ ホームヘルパー

向陽台店

スタッフスタッフ
各1名募集!!各1名募集!!

時　間▶ ①8:00～12:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

農産パート

時　間▶ ①9:00～13:00 ②12:00～16:00 
※①②シフト制 ※要相談

レジパート

時　間▶ 17:00～21:00 ※要相談
給　与▶時給889円〜
勤　務▶週3～5日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

レジ兼品出し　★学生さん大歓迎アルバイト

《パート共通項目》
給　与▶ 時給914円 

※試採用期間3ヶ月/時給889円〜 
★日曜・祝日は時給+30円

勤　務▶週5日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

向陽台店千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

千歳 ア レジ兼品出しパ 農産、レジ

安全安全でで豊豊かなかな生活生活のの為為にに
～～ 建 設 業 の 役 割建 設 業 の 役 割 ～～

文／サンチェ（千歳市在住、男性、50歳）

　今回は「施工管理」の最後となります、「原価管
理」についてのお話です。社会人の皆さんにはお
なじみの「原価」という単語ですが、このコラムは
特にこれから就職される方に向けても書いていま
すので「原価」という単語の意味にも触れておき
ます。
　「原価」とは、会社が利益を得る為に要する費用
で、売上げから原価を引いた額が会社の儲けとな
る利益となります。例えば、10円で商品を仕入れてお客さんに15円で販
売すると会社の儲けは5円となります。この10円が原価という事ですね。
商品を販売する業種ではこれで説明が付きますが、建設業などのモノづく
りの業種ではちょっと複雑になります。
　建設業では現場単位で原価を管理します。なぜかというと、現場ごとに
入札等の手続きによって事前に工事を完成させるための総額（工事価格と
いいます）が決まっているからです。その価格から工事原価を引けばその
現場の利益が決まる訳ですが、その工事原価を構成する項目は1項目だけ
ではなく、4項目もあります。具体的には①材料費、②労務費（現場で作業
をする人員へ支払う賃金）、③外注費（下請け企業への費用）、④経費（①～
③以外のもの。賃借料や光熱費等）です。
　現場責任者は入札等で工事が決定したら、会社と相談して目標利益を定
めます。目標利益を算出する為には工事原価の把握が必要ですから、下請
業者等に事前に見積を取ったりして、現場開始前に目標工事原価を算出し
ます。その後、現場が始まったら目標工事原価と実際に掛かった工事原価
を比較していき、差異が出た場合は修正処置をしていきます。最終的には
目標利益以上の利益が上げられるように管理していく訳ですね。
　「施工管理」についての紹介をしてきましたがいかがでしたか。気付けば
今年もあと僅かとなりましたね。来年もどうぞよろしくお願いします。

第8回

まずはお気軽にお問合せください。

≪新型コロナウイルス感染防止対策≫電話面接も承ります！
0120-622-468

北海道で派遣を始めて22年── 総合人材サービス 

〈本社〉 札幌市白石区北郷2条4丁目5-8

最新情報はHPから♪ http://www.navel-g.co.jp/

労働者派遣事業(派01-300002) 有料職業紹介事業（01-ユ-300120） 

ネイヴルソリューションスタッフ
株式会社

期　間▶ 即日から年末までの短期（延長の可能性有）
仕　事▶自動車部品の目視検査
資　格▶毎週土･日勤務できる方（どちらかだけでも可）
給　与▶時給1,000円+交通費規定支給
時　間▶ 8:00～20:00  

※休憩1.5h ※実働8h+残業2.5h
勤　務▶土･日を含む、週2～5日
待　遇▶ 通勤手当規定支給、 

給与週払い制度有（規定有）、 
分煙（屋内に喫煙所有、喫煙可能区域での業務はなし）

勤務先▶苫小牧市柏原

★無料送迎ご希望の方はご相談ください。 
（千歳〜苫小牧）

★もくもく作業♪　★立ち仕事です。
目視検査スタッフ

募集‼︎

苫小牧 契 自動車部品の目視検査

工場内作業スタッフ

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

◆農業機械の梱包・組立作業等

勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内（千歳市第３工業団地）
資　格▶ 39歳以下（省令3号のイにより制限）
給　与▶ 月給200,000〜220,000円
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）
休　日▶ 土・日曜・祝日 

（年間所定休日121日）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

有給休暇有、作業服・安全靴貸与

★親切指導で未経験者でも安心！

正社員 月給20～
　　22万円

千歳 正 工場内作業スタッフ

パート女性6名が働いている職場です。

急募

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368

◆部品袋詰め作業等（農業機械部品）
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内（千歳市第３工業団地）
仕　事▶ ビニール袋個装、ダンボール箱詰、梱包、 

棚入れ、出荷業務、伝票セット業務等
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）  

※12:00～1hのお昼休憩有 
※ 小休憩有 
（10:00～10:10、15:00～15:10）

休　日▶毎週 土日、祝日、年末年始（12/29～翌1/4）
期　間▶ 即日～  

※3ヶ月更新（長期継続予定）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可(駐車場完備)

し
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女性歓迎

フルタイム（8h）
勤務できる方

安
心
し
て
働
け
ま
す
!

千歳 パ 部品庫内棚入れ、出荷業務

仕　事▶ レジ打ち、品出し、 
掃除、接客等

給　与▶ 時給900円〜
時　間▶ 9:00～20:00 

※時間帯は応相談
資　格▶ 週3日以上働ける方
待　遇▶勤務により社会保険加入可

千歳市新富3丁目10番6号 

まずはお気軽にお電話ください。

ワークマン千歳店作業服、作業用品
ユニフォームの
大型専門店

☎0123-22-0233 担当/佐々木

短時間もフルタイムも
未経験の方、祝日・土日働ける方大歓迎!

扶養内勤務OK扶養内勤務OK

千歳 ア 店内業務全般

時間時間
応相談応相談

★ハウスクリーニングの請負スタッフも同時募集

勤務先▶①千歳市、恵庭市　②留寿都村
期　間▶①長期　②翌3月末まで（現場が変わっての延長有）
仕　事▶ ①清掃・設備作業員（ハウスクリーニング、設備

施工一式作業） 
②豚舎建設作業員※社用車で現地へ行き、週1日
帰宅可能。宿泊費・朝夕食代当社負担

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（②は大型免許等、建
設系免許保持者優遇）

給　与▶ ①時給950円〜　 
②日給8,000〜12,000円

時　間▶ ①9:00～18:00の間で応相談 
②8:00～17:00

休　日▶①日曜日、当社指定日　②日曜日
待　遇▶雇用・労災保険、交通費規定支給

千歳市根志越
68番4号

まずはお気軽にお電話ください。

080-3262-7692
合同会社シンセリティワーク

担当/畠山

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

千歳・恵庭・他 ア 清掃、作業員


