
2021 年 8 月 6 日（金） ちゃんと11

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

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪

ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒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!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

〒061-1446�恵庭市末広町124番地

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

☎0123-33-9436応募
2021年8月31日㈫必着応募締め切り

社会福祉協議会職員正職員

応募期日までに、恵庭市社会福祉協議会指定の�
履歴書（ホームページからダウンロードできます。）に�
必要事項を自筆記入し、郵送またはお持ちください。�
詳しい応募方法・申込書類等はHPでご確認ください。

募
集

仕　事▶�恵庭市社会福祉協議会事業の企画・運営等の�
総合職

資　格▶�要普通免許（AT限定可）、社会福祉士・精神保健
福祉士いずれかの資格保持者、大学（短大含む）
又は専門学校卒、令和3年4月1日現在で30歳�
未満の方（長期勤続によるキャリア形成を図る�
観点から）

給　与▶�例/月給214,800円 
　 （大学卒、医療福祉職等の経験5年の場合） 
 　※初任給は、学歴・職歴を考慮の上決定

時　間▶�8:45〜17:15(休憩45分)
休　日▶�土日祝、年末年始、夏期休暇等規定によるもの
待　遇▶�各社保・共済会、通勤手当、昇給年1回、扶養手当、

住居手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当等

恵庭 正 総合職

勤務先▶JR新千歳空港駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃�

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶�①8:50〜12:50（実働4h）�

②12:50〜19:50（実働6h、休憩1h）�※シフト制
給　与▶時給875円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ駅舎清掃スタッフ
募集!募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎24-4191☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�応募はこちらでも▶（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

仕　事▶��病棟業務
資　格▶��有資格者、�

60歳まで（定年雇用止めの為�※更新有）
給　与▶��看/月給216,000円〜  

准/月給175,000円〜 
資格手当 看/20,000円 准/10,000円 
賞与年2回（夏・冬） 
夜勤手当 看/18,000円 准/16,500円 
準夜勤手当 看/5,800円 准/4,800円

時　間▶��当院規定による（2交替制、準夜勤有）
休　日▶�4週8休+祝日（シフト制）

時給11,,220000円円〜〜
●●実務経験実務経験がある方がある方
●�保険請求事務や�●�保険請求事務や�
医療事務等の�医療事務等の�
資格資格をお持ちの方をお持ちの方

正職員登用
実績あり

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトリニューアルしました▶

準職員 看護補助者
仕　事▶��病棟における看護補助業務�

看護師の補助や患者さんのお世話等を行いま
す。介護士や看護師等を目指す土台となる経
験を積むことができます。

資　格▶��無資格でも可
給　与▶��時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶��当院規定による
勤　務▶�2交替シフト制、早出・遅出有

正職員 看護師･准看護師

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

準職員 医療事務員
仕　事▶医療事務業務
資　格▶��経験者優遇
給　与▶��時給1,200円〜
時　間▶�月・火・木・金/8:45〜17：30�

水・土/8:45〜12:45
休　日▶日曜・祝日

医療事務医療事務 スタッフ募集スタッフ募集

こ
ち
ら
も
募
集
中

大 歓 迎

増員の増員の
ためため

千歳 正 看護師･准看護師 準 医療事務員、看護補助者

★土日休み　★力仕事なし 
★カンタンなお仕事！

徹底した新型コロナウイルス感染症
対策で安心して働ける環境です♪

千歳市末広2丁目1-12-2F㈱G&Best 担当/遠藤☎0123-21-8388

まずはお気軽にお電話ください。
面接の際は写真付き履歴書をお持ちください。

在職中の方も、面接日はお気軽にご相談ください。 

長期休暇がある月も長期休暇がある月も
基本給の変動なし!!基本給の変動なし!!
安定した収入が得られます♪安定した収入が得られます♪

GW、お盆、
年末年始の
長期休暇あり

20～40代20～40代のの女性多数女性多数活躍中!!活躍中!!

仕　事▶�自動車部品（完成品）を目視や顕微鏡を使用して
検査します。他、製品の箱詰め等の出荷準備。

資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎
給　与▶ ［正］ 月160,000円〜  

※試用期間1〜3ヶ月/時給900円 
※能力・経験により昇給有 
★月収例/月160,000円＋残業代 
　（40h分）＋交通費＝210,000円

　　　　［パ］ 時給900円〜 
★月収例/時給900円×週5日×1日8h 
　＝月144,000円

時　間▶�［正･パ］�①8:00〜17:00��
②9:00〜18:00�
③13:00〜22:00�
※①〜③選択可能

　　　　［パ］�④8:00〜13:00（実働4h〜OK）�
⑤15:00〜22:00（実働4h〜OK）

勤　務▶�①②③月〜金曜、④⑤週3日
休　日▶�土･日曜、GW（9〜10日）、お盆（9〜10日）、�

年末年始（9〜10日）
待　遇▶�各種社会保険完備、交通費規定支給(月8千円ま

で)、車通勤可、無料駐車場完備、作業服貸、昇給年
1回、昼食のお弁当（380円程度）注文可能、育児・
介護休暇取得実績有、60歳定年制、①･②･③の
パートは能力に応じて正社員登用有

勤務先▶�不二電子工業㈱千歳工場内（千歳市泉沢1007-211）

◆自動車部品の検査・出荷準備

Wワーク
OK！

千歳 正 パ 自動車部品の検査・出荷準備 

❶16:00〜
❷18:00〜

❶16:00〜
❷18:00〜

恵庭
市民会館

恵庭
市民会館

❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

千歳
ベース

千歳
ベース

※�場合により、恵庭市民
会館での面接会は中止
になることがございま
す。ご了承ください。

9月
単月
もOK

9月･10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ヤマト運輸株式会社　千歳ベース

ヤマト運輸株式会社ヤマト運輸株式会社　　千歳ベース千歳ベース

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）

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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JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

送迎バス乗り場MAP

�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）

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

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

入社後、入社後、
費用当社負担！

仕　事▶�廃棄物･資源物の回収等�
（塵芥収集車･4tトラック運転手、他）

資　格▶�要普通自動車免許
時　間▶�7:30〜16:30(実働5〜7h程度)
休　日▶�日曜日
給　与▶�時給900円〜 ※資格、経験による 

※大型免許保持者は時給1,000円〜
待　遇▶�各社保完備（勤務状況による）、交通費規定支給、

暖房手当（9月〜翌3月）、年末手当
勤務先▶�千歳市内

〒066-0067　千歳市桂木3丁目9-26

担当/髙橋☎0123-27-7244
有限会社 協成ワーク

中型免許取得中型免許取得も可も可

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。�
★お盆明けからの勤務OK

異業種からの異業種からの
転職も歓迎!転職も歓迎!

千歳 ア 廃棄物・資源物回収等

☎0123-24-7787
担当/金子電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス�廃棄物収集運搬処理�ハウスクリーニング

千歳市流通1丁目4-7

給　与▶�時給950円〜 
※月額130,000円程度

時　間▶�8:30〜16:00（実働6.5h）
休　日▶�土日、工場指定日　�

※祝日のある週は土曜出勤有�
待　遇▶�社保・雇保完備、交通費規定支給、制服貸与

札幌日清（千歳市上長都）

給　与▶�時給900円〜　※月額80,000円程度
時　間▶�①8:00〜12:00（実働3.5h）�

②13:00〜17:00（実働3.5h）�
※シフト制　※週1回程度通し勤務有

休　日▶�週休2日程度
待　遇▶�雇保、交通費規定支給、制服貸与

スポーツセンター（千歳市真々地）

給　与▶�時給900円〜　※月額66,000円程度
時　間▶�8:00〜11:30（実働3.5h）
休　日▶�土日祝（学校カレンダーによる）
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

科学技術大学（千歳市美々）
給　与▶�時給900円〜　※月額47,000円程度
時　間▶�17:30〜20:00（実働2.5h）
休　日▶�土日祝、年末年始
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

恵庭市役所（恵庭市京町）

千歳・恵庭 パ 清掃

清掃
★安定して 
　長く働ける♪
★未経験者
　歓迎!
★WワークOK!

スタッフ募集!

千歳3カ所千歳3カ所
恵庭1カ所恵庭1カ所

★完全週休2日制!（土日祝休み）
★異業種からの転職OK! ★お試し体験もできます!

仕　事▶�マット、モップ、ユニフォーム等のレンタル商品の�
お届け・交換、営業で商品提案をしていただきます
（飲食店や食品工場、医療現場、オフィス、ホテル等
/1日20〜30件)

資　格▶�要普通自動車免許（AT限定可）、未経験者歓迎、
35歳まで（若年層のキャリア形成を図るため）

時　間▶9:00〜17:30
給　与▶月給181,480〜206,480円
休　日▶�完全週休2日制（土日祝)、夏季・冬季休暇　�

※年間休日120日程度
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、昇給年�

1回、賞与年2回、退職金制度有、他、各種手当有

千歳市北信濃776-11�※㈱白生舎様敷地内に事務所があります。
㈱サニクリーン北海道 千歳営業所

☎0123-24-3200担当/猿田

応募まずはお気軽にお電話ください。
面接の際には、写真付き履歴書をお持ちください。

千歳 正 レンタル商品の交換・営業

交換・営業 
スタッフ募集!

各種手当
充実!

家族・住宅・燃料手当、販売・乗務・ 
精勤手当、営業キャンペーン賞金制度
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