
2020年12月4日（金） ちゃんと11

☎27-3750

仕　事▶千歳市内コミュニティセンターの職員(管理人)
資　格▶�千歳市内に居住し町内会に加入している方、簡単なパソコン操作が出来る方、 

普通自動車免許を有する方
給　与▶月額98,600円
時　間▶�8:30〜12:50、12:45〜17:05、17:00〜21:20 ※3交替シフト制
休　日▶ 月曜、年末年始
期　間▶�採用決定後〜2021年3月31日 

※年度毎の1年契約制、満67歳到達年度末まで更新可能、70歳まで延長制度も有
待　遇▶�制服貸与、有給休暇、試用期間有、雇用保険、労働災害保険
応　募▶�12月14日までに求職申込書を「ハローワーク千歳」へ提出し、交付された紹介状と職

員採用試験申込書及び自筆の履歴書（市町連指定）をご持参ください。
〈応募書類�〉
 申込用紙及び履歴書は千歳市町内会連合会事務局で 
 お受け取りください。
〈受付窓口〉

千歳市町内会連合会事務局 
(千歳市幸町4丁目30 千歳タウンプラザ3F)

千歳市幸町4丁目30
千歳タウンプラザ 3F

千歳市町内会連合会
■お問い合わせ担当事務局

コミュニティセンター コミュニティセンター 
職員募集中です!!職員募集中です!!

他 下記参照

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・車輌借上手当

★�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

資　格▶ ［正］要普免（AT限定可）、介護職員初任者研修修了 
　　（旧ヘルパー2級）、介護福祉士あれば尚可 

［パ］要普免（AT限定可）
時　間▶ ［正］8:15〜17:15（休憩1h） 

［パ］9:00〜17:00の間で応相談 
　　★小さなお子様のいる方もお気兼ねなくご相談ください。

休　日▶ 完全週休2日（日曜+他1日、シフト制）、年末年始
（12/31〜1/3） ※土曜・祝日勤務できる方歓迎

勤　務▶ ［パ］応相談（日曜定休）

給　与▶�［正］月給160,000円以上�
　　＋処遇改善手当月5,000円以上�
　　※年齢・経験により優遇�
［パ］時給861円以上�★有資格者は時給900円以上�
※正・パともに資格手当有（介護職員初任者研修
　修了/月3,000円、介護福祉士/月5,000円）

待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、試用期間3ヶ月有、各社
保完備、車通勤可（駐車場有） ［正のみ］賞与年2回有

※ 正職員を希望する、コロナ禍により離職された方には≪異業種
チャレンジ奨励金（30万円）≫を道から支給される場合があり
ます（規定有）。【令和2年度 北海道異業種チャレンジ奨励事業】

☎0123-34-8130こちらにご連絡
ください！ ▶

まずはお気軽にご連絡ください。ブランクのある方、未経験の方
でも充実した研修制度があり、親切・丁寧な指導で安心！ 
介護のお仕事を始めてみたい方、施設の見学だけでも大丈夫です。
転職をお考えの方は、入社日についてもご相談ください。

介護職員介護職員安定収入！安定収入！
未経験未経験の方の方でもでも大丈夫！大丈夫！
不況不況でで

もも
あなたのあなたの経験経験をを
ぜひ介護の仕事にぜひ介護の仕事に
活かしてください！活かしてください！

デイサービスセンター
らいふてらす恵庭中島
恵庭市中島町1丁目11-3
HP▶http://life-terrace.jp/ 是非ブログをご覧ください！  興味を持って頂けるはず♬

募募
集集

正職員

パート

正パ 介護職員

期　間▶令和3年1月1日〜3月31日
仕　事▶ 成人・高齢者の保健事業と介護予防に関する保健

指導、健康教育等
資　格▶ 保健師、要普通免許
給　与▶月給124,157〜172,727円
時　間▶8:45〜17:15（勤務日数により調整）
勤　務▶ 週4〜5日（月〜金） ★週あたり29時間
待　遇▶社会保険、雇用保険、交通費規定支給
勤務先▶ 恵庭市保健センター 

(恵庭市緑町2丁目1-1えにあす内)

恵庭市京町1番地 

まずはお気軽にお電話ください。
申込期間/12月1日㈫〜15日㈫

☎0123-33-3131
恵庭市 保健福祉部 国保医療課

内線/1168
担当/菅原

保健師
会計年度任用職員

を募集
します

1名
採用予定

臨 保健師

待　遇▶ 各社保完備、制服貸
与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、
週払いOK（規定有）

《共通項目》 

オススメ
今週の
ホットスタッフ苫小牧

44案
件

その他お仕事多数！ 登録のみも大歓迎♪

 【恵庭市】
総務経理事務
時給1,200円〜

給　与▶時給1,200円〜
時　間▶ 8:50〜17:10 ※実働7.5h
休　日▶ 土･日曜、祝日 ※第1･3土曜午前出勤有

2022年3月まで
人気のオフィスワーク
年末年始休み有

★
★ 
★

【恵庭市】
いちごのトッピング作業
時給1,100円〜

給　与▶ 時給1,100円〜
時　間▶ ①8:00〜17:00 ②9:00〜18:00  

③19:00〜翌4:00 ※実働8h
休　日▶週休2日制 ※シフト制

1月中旬までの短期
シフト自由
週3日～OK

★
★ 
★

【苫小牧市】
車部品の加工・検査
時給1,400円〜

給　与▶時給1,400〜1,750円
時　間▶ ①8:25〜17:20 ②21:55〜翌6:50
休　日▶ 土･日曜 ※週休2日  

※年間休日121日（企業カレンダーによる）

翌3月までの短期
月収30万円以上可
未経験者OK

★
★ 
★

【千歳市】
工場の簡単軽作業
時給1,150円〜

給　与▶時給1,150円〜
時　間▶ ①7:00〜16:00 ②8:30〜17:30  

③9:30〜18:30 ④12:00〜17:30
休　日▶ 日曜

1ヶ月の短期
高時給
年末年始休み有

★
★ 
★★�3日払い・�

週払いOK！

★�即シフト入り・�
即勤務もOK！

※規定有

有料職業紹介事業 01-ユ-300541

まずはお電話ください！ 0120-116-377
苫小牧市旭町3丁目7-6 
グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336 ㈱ホットスタッフ苫小牧

千・恵・他 派 下記参照

［短期］駐車場スタッフ�★男性活躍中！
期　間▶2021年 2月末まで
仕　事▶ 店舗周辺の除雪、駐車場のライン出し（除雪機使

用）、店内床のモップがけ、ゴミ分別等
資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上
給　与▶ 時給861円
時　間▶ 7:30〜11:00(休憩15分)　勤　務▶週3〜5日
待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給

［短期］駐車場［短期］駐車場

まずはお気軽にお電話ください。
面接には写真付履歴書をご持参ください。

☎36-4114パパーーララーー恵み野恵み野
恵庭市恵み野西1丁目4番 受付/9〜17時

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

パ 駐車場スタッフ

◆送迎ドライバー
資　格▶ 年齢不問、大型免許または 

中型免許（限定解除）保持者
給　与▶ 時給861円〜�★昇給有
時　間▶ ①6:00〜14:30の間で6〜8h（応相談） 

②14:30〜22:00の間で6〜7.5h（応相談）
勤　務▶週1〜5日程度（シフト制、応相談）
待　遇▶ 労災保険有、昇給有、車通勤可、交通費規定支給

千歳市美々
2187-2アイシーパーキング

☎011-398-9471☎011-398-9471担当/堀

まずはお電話ください。面接時履歴書は不要です!!

旅行者旅行者のの送迎送迎しませんか!!しませんか!!
年齢不問

ア 送迎ドライバー

千歳市新富1丁目7-5 平和ビル1F
http://www.bestserviceinc.net

☎22-7400【受付時間/9〜16時】応�募

勤務先▶ 恵庭市戸磯201-15
時　間▶7:00〜10:30　
勤　務▶ 月、水、金　※他要相談
休　日▶ 年末年始、他 

※月、水、金が祝日の場合、 
　代替日も可能

給　与▶ 時給861円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

入社祝金入社祝金  11万円万円！！
年代幅広く募集します！年代幅広く募集します！

他の現場や
時間帯も有
組み合わせて
たくさん

働いてもOK！

3カ月勤務後
支給します

アパ 清掃スタッフ

週3日の週3日の
お仕事♪お仕事♪

ユニフォーム

ずかん

はたらくみんなの

［撥水・撥油加工］…水分・油性の汚れをはじく。
［退色加工］…塩素系漂白剤による色あせを防止。
［制電加工］…チリやホコリの付着を防ぐ。

スーパー・コンビニ カフェ・レストラン 保育園・幼稚園

配色・柄

機能性

どんなユニフォームにも合わせやすいように、無地
で汚れが目立ちにくい濃い配色のものが多いです。

ペン、小物、携帯端末などの持ち運びを考慮し、
ポケットのサイズや位置を設計しています。

業務用は
機能もスゴイ！

事で使うエプロンは「プロ仕様」！
機能性に特化したポリエステル混率の高い

ものが多く使われています。耐久性が高く、頻繁に
洗濯・クリーニングしても劣化しにくいです。他に
様々な機能を付加しているものもあります。

仕

・カラフルなプリントやナチュラルテイスト
 など、おしゃれなデザインがたくさん♪

家庭用エプロンの特徴

・耐久性が高くない綿素材が多い

ちなみに

-着用する職場の例-

販売
その他

期　間▶ 12/21（月）、12/22（火）の2日間
資　格▶ 18歳以上（高校生不可）、未経験者大歓迎、 

長時間の立ち仕事に支障がない方
給　与▶ 時給1,030円（22〜翌5時は時給1,288円）
時　間▶ ※2019年実績 ［12/21］19:00〜翌7:00 ［12/22］16:30〜翌3:00
待　遇▶ 恵庭市内送迎バス有、交通費規定額別途支給、制服・作業靴等貸与、無料駐車場完備

〒061-1411 恵庭市恵南1番地
㈱ロバパン恵庭工場

｢Q人ナビ12/4号を見た｣ とお電話ください！ ☎0123-32-4346
受付/月〜金 8:30〜17:30  担当/やまだ・うえだ

★昨年の経験者は面接不要です。 ★定員に達したら締切りますので、例年お越しの方もお早めにお申し込みください。

まだ間に合います！
迷っているあなた、

まずはお話しましょう！

短期短期アルバイトアルバイトXmas Xmas 

12/30㈬に銀行口座へ振り込み予定!
給与支払日について 年内に振込!!

当工場では、新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。

◆ケーキ製造全般

22〜翌5時は時給1,288円!!時給1,288円!!

時時
給給 円円11,,030030

2日間

超短期!

最終募集最終募集
応募はお早めに!!

この2日だけで
稼げちゃう!!

12/21（月）
12/22（火）

ア ケーキ製造全般

2日間2日間
皆勤で皆勤で

皆勤特別手当支給!!

33,,000000円円

面接は面接は12/12（土）12/12（土）まで実施します！まで実施します！

病院内売店での
接客・販売のお仕事です

㈱コスモ商事
〒061-1373　恵庭市恵み野西2丁目3-5

担当/鈴木☎0123-36-3311

勤務先▶恵み野病院内売店
給　与▶時給861円
時　間▶ 早番/8:15〜13:15 

遅番/13:00〜18:00
資　格▶早番・遅番できる方
休　日▶交替制
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与、雇用保険完備
応　募▶ 電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

詳細は面談にて。

パ 病院内売店販売員

時給時給 期　間▶長期（6ヶ月以上）
仕　事▶ ユニットバスの組立や加工・検査のお仕事

です。浴槽や防水パンの加工や組立になり
ますがラインでの作業のため一つ一つの作
業工程は簡単です。

給　与▶ 時給1,100円〜�
★�月収211,000円以上可能�
（20日/160h勤務＋残業10h＋交通費3万円）�

時　間▶ ①8:30〜17:30 ※実働8h 
②9:00〜17:15 ※実働7.25h 

休　日▶ 土･日曜、祝日、年末年始  ※年間休日125日
勤務先▶ 北広島市
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給（上限30,000円）

★月21万円以上可能!!★月21万円以上可能!!

長期長期
のお仕事のお仕事

1,1001,100円〜円〜
一
緒
に
働
こ
う
♪

一
緒
に
働
こ
う
♪

軽作業!!軽作業!!
カンタンカンタン

マイカーマイカー
通勤通勤
歓迎!!歓迎!!

★バス等公共機関での通勤も可能ですのでお問合せください。★バス等公共機関での通勤も可能ですのでお問合せください。
★千歳線北広島駅から車で10分★千歳線北広島駅から車で10分

労働者派遣事業 派40-300747
札幌市中央区北4条西4-1 札幌国際ビル4F
㈱ワールドインテックJobコールセンター�【広告No.35175】

●受付/�9:00〜20:00（平日）�9:00〜18:00（土･日曜、祝日）　●面接時の履歴書の写真は不要！
☎0120-93-8080 

上記以外にも全国に
寮完備のお仕事多数（通話無料）

派 ユニットバス部品の簡単な組立作業（広告No.35175） 

千歳市千代田町6丁目20
第12ふじやビル㈱東洋実業�千歳営業所

☎22-5280 採用係応�募

綺麗好きな方必見！綺麗好きな方必見！

清掃スタッフ清掃スタッフ
募集中!!募集中!!

仕　事▶ 日常清掃業務 
給　与▶�時給861円�

※月収例/861円×7.5h×23日�
　＝148,523円

時　間▶ ①7:00〜16:00 ②9:00〜18:00  ※実働7.5h
休　日▶ 土曜日、他シフト制 ※月7日
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

社保完備（勤務による）

正社員　千歳市総合福祉センター（千歳市東雲町2丁目34）

正 清掃スタッフ

時　間▶ ①21:00〜24:00 ②24:00〜翌8:00
給　与▶�時給870円〜�★昇給有�

※22〜24時、5時〜8時/時給1,088円�
※24〜翌5時/時給1,150円

勤　務▶ 週1日〜 ※応相談
待　遇▶  制服貸与、車通勤可、深夜割増有、 

社保・雇保完備、正社員登用の途有、 
福利厚生制度有（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）

バイトデビュー、ブランクある方も大歓迎！

セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

応募
まずはお気軽にお電話ください。

☎26-2096

自由度高く働けます。
週末のみOK

WワークOK

1日3h〜OK週1日〜OK

アパ 店内業務全般　


