
2022年10月14日（金）ちゃんと 10

北海道純馬油本舗（株）〒066-0056 千歳市白樺2丁目5-120123-48-4711

期　間▶期間の定めなし
 仕　事▶ 馬油を原料とした基礎化粧品の

製造（重量物の取扱有）
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 8:00～17:00の間で 

3h程度～8h程度  
※要相談　※残業なし

製造スタッフ募集!

詳細お問い合わせください。

勤　務▶ 月～金　　
休　日▶土日祝
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・経験不問、年齢不問
待　遇▶ 各社保完備（時間による）、交通費規定支

給、車通勤可、無料駐車場有、従業員割引
有、施設内禁煙

応　募▶まずはお電話ください。

千歳 パ 製造

仕　事▶市役所の車を洗車
給　与▶時給920円
時　間▶6:00～13:00 ※実働6h、休憩1h
休　日▶土・日曜、祝日
待　遇▶各社保険完備、交通費規定支給

① 千歳市役所/千歳市東雲町 （パート）洗車

未経験者大歓迎!! 仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
資　格▶公共交通機関による通勤ができる方
給　与▶月給160,000円～
時　間▶7:00～16:00 ※実働8h、休憩1h 
休　日▶ 週休2日
待　遇▶ 社会保険完備、制服貸与、交通費規定支給、賞与制度有

② 新千歳空港/千歳市美々 （正社員）

③ 千歳科学技術大学/千歳市美々 （パート）
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
給　与▶時給950円
時　間▶7:00～10:30 ※実働3.5h 
休　日▶ 土・日曜、祝日他 ※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可能な方《共通項目》 期　間▶長期

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店 応

募
0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

千歳 正 パ 清掃パ 洗車

㈱肉の山本 千歳市流通3丁目2-20123-23-7617
まずはお気軽にお電話ください。

 http://www.29yamamoto.jp/
担当/菊地

仕　事▶ パック詰めの簡単作業、 
ギフト商品を梱包発送する作業

期　間▶11～12月
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 9:00～17:00 休憩1h、残業月/20h程度 

※応相談
休　日▶ 日曜、祝日、他（会社カレンダーによる）
待　遇▶  車通勤可（無料駐車場有）、制服貸与、喫煙室有

加工スタッフ・梱包発送スタッフ

パート

私達とおいしいお肉を
皆様にお届けしませんか？

2ヶ月の短期募集
※12月は祝日の出勤有

★
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千歳 パ 加工スタッフ、梱包発送スタッフ

※お問い合わせ　厚生労働省 北海道労働局 労働基準部　賃金室

時給 円920
効力発生年月日令和 年4 月10 日2

最低賃金が変わりました
最低賃金額

最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に
支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。

　北海道内で事業を営む使用者及び
その事業場で働くすべての労働者（会
社員、パート、アルバイト等を含む）に
適用される北海道最低賃金（地域別）
が次のとおり改正されました。

お問い合わせ 
（受付/8:45～17:15）

〒064-0804　
札幌市中央区南4条西6丁目8-3
晴ればれビル10階
担当/総務課 採用担当

郵
送
先

札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10

公益財団法人
さっぽろ青少年女性活動協会

期　間▶令和5年1月1日～　※雇用期間の定めなし
仕　事▶ 千歳市児童館・学童クラブにて、児童の指導業務及び、施設管理業務
資　格▶ 高卒以上、令和5年4月1日現在で59歳以下（定年60歳の為)、 

かつ、いずれかに該当する方 
① 幼稚園・小学校・中学校、義務教育学校・高等学校・中等教育の教諭 
資格保有者、または社会福祉学・心理学・教育学・社会学・芸術学・ 
体育学を専修する学科もしくはこれらに相当する課程を修めて卒業した方

　　　　②保育士、社会福祉士の資格保有者 
　　　　③ 2年以上児童福祉事業（児童館等)に従事した経験（令和5年1月1日時点）、 

かつ総勤務経験2,000時間以上の方
給　与▶月給162,600円
時　間▶午前8時～午後6時30分の間で実働6h ※状況により残業の可能性有（月0～5h程度） 
休　日▶ 4週を通じて8回の指定日、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、賞与年2回、有給休暇、屋内禁煙
応　募▶写真付き履歴書・職務経歴書を郵送またはメール（PDF）でご提出ください。 
勤務先▶ 千歳市内児童館、学童クラブ

◆児童指導員

 011-299-4590
メール
syaa-saiyou2022@syaa.jp公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

千歳市児童館・学童クラブ
職員募集!!

令和5年1月1日（土）
令和4年11月6日(日)
令和4年11月24日（木）

※ 選考の日程は 
予定です

採用日
1次選考
最終選考

千歳 正 児童指導員 

期　間▶即日～2ヶ月毎の更新
時　間▶ ①10:30～19:30  

②9:30～19:30 
休憩1h、残業なし

給　与▶ ①時給1,150円～ ②時給1,050円～
休　日▶ シフト制（週3～5日勤務相談可能）
勤務先▶新千歳空港
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。

0120-172-642
㈱アスクゲートノース

期　間▶即日～長期
時　間▶  ①7:30～16:30 ②8:30～17:30 

③9:30～18:30 ④12:00～21:00 
⑤14:00～23:00 
※希望の勤務時間で働けます。 休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給1,115円～ ※22時以降深夜割増有
休　日▶土日　　　　勤務先▶千歳
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

どちらも4～8hで
相談可能

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587

期　間▶ 長期
時　間▶ 9:00～15:00の間で4～6h（相談可能） 

休憩なし、残業なし
給　与▶時給1,000円
休　日▶シフト制（週3日～応相談）
勤務先▶千歳市 
待　遇▶施設内禁煙、各社保完備

期　間▶長期
時　間▶  9:00～17:00  

休憩90分、1日1～2h程度の残業有
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶土日（月1～2回土曜出勤有）
勤務先▶恵庭市
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

期　間▶長期
時　間▶  8:00～17:00 休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給1,100円～ 
勤　務▶週3日～勤務OK ※土日休み
勤務先▶千歳市 
待　遇▶敷地内禁煙、各社保完備

期　間▶即日～長期
時　間▶  ①9:00～18:00 

②9:00～15:00 
③12:00～18:00 
※繁忙期は時間変動の可能性有 
※①～③から選べます 休憩1h、残業なし

給　与▶時給1,100円～ 
休　日▶シフト制（週4～5日勤務相談可）
勤務先▶千歳市
待　遇▶施設内禁煙、各社保完備

千歳市民文化センター場所

10/18　9:00～12:00開催日時お仕事登録会
相談＆ 開催 火

事前見学可能

事前見学可能

期　間▶ 即日～長期
時　間▶ 5:00～20:00の間で4～8h勤務の相談可能 

※8h以上勤務で休憩1h 残業なし
給　与▶時給1,011円～
休　日▶土日（週3日勤務～相談可能）
勤務先▶千歳市
待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備

勤務時間
出勤日数
相談可能

事前見学可能

事前見学可能

千歳・恵庭・他 派 製造、包装、ピッキング、選別、接客・販売、清掃

千歳・恵庭 派 運搬作業、マシンOP、組立、製造補助、設備メンテ、検品

札幌市豊平区月寒中央通7丁目6-20 ＪＡ月寒中央ビル2F

詳細はコチラ

株式会社 TCS international
011-857-9570担当/原田

お問い合わせだけでもOK!まずはお気軽にお電話ください。

★ 他にも千歳・恵庭に現場多数あり! 
詳細は当社HPでご確認ください

ヨツバメイツ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 軽度障がい者グループホームでの、 

入居者様の見守り、生活援助や 
食事の提供等

資　格▶ 年齢・学歴不問、 
普通自動車免許あれば尚可

給　与▶ 正/月170,000～230,000円 
パ/時給920円 
※試用期間3ヶ月（同条件）

千歳・恵庭 正 パ 世話人

時　間▶9:00～18:00 ※休憩1h、残業なし
休　日▶ シフトによる週休二日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

正のみ賞与有（業績による）、 
施設内禁煙（屋外に喫煙所有）

勤務先▶ ヨツバメイツ恵庭 
（中島町、恵み野に4施設） 
ヨツバメイツ千歳 
（★千歳市青葉に10月open!!）

未経験者歓迎
・

資格不問

ヨツバメイツ恵庭・千歳
スタッフ増員募集


