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求人広告の
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 学校法人 鶴岡学園 恵庭市黄金中央5-196-1 TEL.0123-34-0019

北海道文教大学HBUHOKKAIDO BUNKYO UNIVERSITY
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恵庭市子ども家庭課 ☎0123-33-3131（内線1237）

恵庭市子育て支援サイト「えにわっこなび」
えにわっこなびは、市内の子育て情報を掲載しているほか、週1回
メールマガジンを配信しており、現在およそ5５0人の方に登録い
ただいています！ぜひあなたも、仲間入りしてみませんか？

https://eniwakko-navi.com/

恵庭市子ども家庭課からのお知らせ

令和4年4月より
①黄金ふれあいセンター・生涯学習施設かしわのもりに
　指定管理制度が導入されました

②市役所の担当窓口が変更となります

☆指定管理業務☆
施設の管理
黄金子どもひろば、柏子どもひろばの運営
子育て支援センター黄金、子育て支援センター柏の運営
☆委託業務☆
和光第2学童クラブの運営

☆保育園・認定こども園の申し込み、問い合わせ☆
「子育て支援課」から「幼児保育課」に課名が変更となりました（1階⑪番窓口）

☆産後子育てサポート事業の申し込み、問い合わせ☆
「子育て支援課」から「子ども家庭課」に変更となります（1階⑫番窓口）

☆子育て支援センター、ファミリー・サポート・センター、えにわっこなびの問い合わせ☆
「子育て支援課」から「子ども家庭課」に変更となります（1階⑫番窓口）

「恵庭市子育て支援サイトえにわっこなび」は、4月から子ども家庭課が担当します。

令和4年4月より、黄金ふれあいセンター・生涯学習施設かしわのもりの運営業務
が指定管理者シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社による運営となります。

利用方法や事業内容に
大きな変更はありません。
ぜひ、ご利用ください。

健康づくりの情報発信中！

恵庭市役所介護福祉課　☎ 0123-33-3131（内線1228）
えにわ百歳生活のコツ

保険料の納め方は？

６５歳以上で会社で働いて給料をもらっている場合、
保険料はどのように納めるのですか？

以下の３つになります。
(1)  65歳以上の方は、原則的に年金支給の際に、介護保険料が差し引か
れる特別徴収（天引き）になります。

（2）  年金の年額が18万円未満の方、年度の途中で65歳になられた方、転
入された方は納付書及び口座振替によりお納めいただく普通徴収に
なります。

（3）  40歳以上65歳未満の方の場合は、加入している健康保険組合や国
民健康保険などの医療保険料（税）と合わせて納付します。

　65歳以上で年金を受給されていない方は、納付書及び口座振替に
よりお納めいただく普通徴収になります。
年金を受給されている方は年金から徴収される特別徴収になり、
年金からの徴収が開始されるまでは、納付書または口座振替で納めてい
ただきます。
　65歳以上の方は会社で働いていても、医療保険に上乗せされることは
ありません。

は地域の方々を中心とした独自のポスティングシステムで、
毎週各ご家庭にお届けしています。

配布地域内でお手元に届いていない場合はお届けしますので、お気軽にご連絡ください。  ちゃんと編集部 TEL.0123-27-0911

★キレイで清潔な環境！ ★土日お休み！
◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 6:00～15:00、9:00～18:00、 

18:00～翌3:00
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/石橋

セブン-イレブンジャパン向けパンの
生地を製造している会社です。

スタッフ募集!
パン製造

恵庭 パ 製造

仕　事▶入出庫作業、商品管理
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、要普免
給　与▶時給950円
時　間▶ 7:00～16:00(実働8h) 

12:00～17:00(実働5h)　※シフト制
休　日▶週2日以上
勤　務▶週3日以上
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

車通勤可、有給休暇

◆ パート

まずはお気軽にお電話ください。 
面接時、写真付き履歴書をお持ちください。 

面接は北広島営業所で行います。

北広島市島松248番地1
株式会社　三協輸送サービス
 080-8289-9283 担当/髙村

受付/平日9:00～18:00

ピッキング 
スタッフ 募

集

長期勤務 
できる方 
歓迎

未経験者歓迎

勤務先：（株）三協輸送サービス　北広島営業所

（株）三協輸送サービス 
北広島菓子DCでも同時募集！
北広島市大曲工業団地6丁目3-10

北広島 パ ピッキング

★ 30代から70代の幅広い方が、乗務しています。 
全車両(30台)AT(オートマ)・カーナビゲーション付無線搭載

面接時、履歴書・免許証をお持ちください。

北都交通㈱千歳支店 千歳市北信濃783-1-4

仕　事▶主に新千歳空港へ、送迎のお仕事です。
時　間▶早朝AM4時から3～4h　※詳細は面談にて
勤　務▶勤務日数・時間応相談
給　与▶ 歩合制(通常勤務者の5％up、55％～60％) 

支給/週末分は、翌日現金支給

時　間▶当社規定による　※詳細は面談にて
勤　務▶ 日勤・夜勤のシフト制　※日勤専門、夜勤専門も可
給　与▶ 完全歩合制（売上の52％～60％） 

月収例/月間売上50万の場合で270,000円
待　遇▶ 社保完備、無料駐車場、 

入社6ヶ月後有給休暇（10日程度）

《女性ドライバーも積極採用中！》

◆経験者優遇で増員募集！ 
◆2種免許養成制度有（当社で費用全額負担）！

3勤務1休で月20日！ 
次世代に適応した新勤務！

☎0123-27-4181
FAX 0123-22-7270

担当/
岩下

まずはお気軽に
お電話ください。

募
集
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北都交通千歳支店は市内・新千歳空港を拠点としたタクシー会社です。

朝のみOK!　副業・WワークOK!

早朝の空港送迎業務

募集タクシードライバー
千歳 正 タクシー乗務員ア 送迎業務

時　間▶16:00～18:30（実働2.5h）
勤　務▶週1～3日程度
休　日▶日曜日

時　間▶16:00～19:00（実働3h）
勤　務▶週4～5日　※車通勤可
休　日▶日曜日
◆流通3丁目/デイサービス

◆新富1丁目3-5

時　間▶ ①6:00～10:00（実働4h） 
②17:30～20:00（実働2.5h）

勤　務▶月～金曜、週2日～　※シフト制、応相談

◆北光2丁目/院内

Wワーク 
  OK！

給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤不可共通項目

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F

受付/9～17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171

清掃
スタッフ募集中

千歳市内のお仕事です♪

千歳 ア パ 清掃

期　間▶ 即日～通年
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ 9:00～16:00もしくは9:00～18:00
休　日▶ 土日祝 ※会社カレンダーによる
給　与▶ 時給889円～
待　遇▶ 各種保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、週払い制度有、 
無料送迎有、試用期間2ヶ月

勤務先▶ 千歳市泉沢

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

無料送迎あります!

未経験OKな簡単作業!

安心の通年雇用!

土日祝休み!
◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等

千歳 派 工場内作業

仕　事▶ホテル等へ、リネンのルート配送
資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上、 

要普通免許（平成19年6月以降免許取得者は 
要中型免許、AT限定不可）

給　与▶ 基本給/月160,000円 
※特殊手当/10,000円/月

時　間▶ 5:00～14:00  ※休憩1h 
※残業有（月20～30h程度）

休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

★ホテル配送業務拡大のため増員 千歳支店

2・4t箱車ドライバー
募集中!!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
委細面談にて決定致します。 

千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

☎0123-24-2126
【受付】9～17時

千歳 契 2・4t箱車ドライバー

●決められたルートの配送・送迎です♪
●未経験者歓迎!


