
2022年1月1日（土） ちゃんと13

web

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

土地・建物
・不動産売買
土地・建物
・不動産売買
オフィス上森㈱
■北海道宅地建物取扱業協会会員　■宅地建物取扱業 北海道知事免許 石狩（2）第7902号

恵庭市
黄金北4丁目6-1

TEL（0123）33-6908

のことならのことなら

検索オフィス上森

勤務先▶JR新千歳空港駅、JR南千歳駅
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） 
③8:50～16:50（実働7h、休憩1h） 
※①～③シフト制

給　与▶ 時給895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
募集!★女性活躍中!

千歳 パ 清掃

期　間▶ 1月下旬～長期
仕　事▶ 電話受付業務
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 9:00～18:00の間で実働6～8h
休　日▶ 月9～10日 ※時期により変動有
勤　務▶ 週4日～
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給、車通勤可、 
送迎有（千歳駅）

株式
会社 千歳市泉沢1007-111ケイシイシイダイレクトマーケティング部

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-48-2800 【受付/9～17時】 
【担当/江藤】

★年末年始も問い合わせ可能。

受付事務
スタッフ募集‼

● フルタイムや 
土日勤務が 
可能な方歓迎!

●未経験者歓迎!
●千歳駅から送迎有！

長期で働ける方歓迎‼

千歳 ア パ 事務

車両管理員募
集

仕　事▶ 官公庁等の契約先で管理している
車両の運転（送迎）および付随する
清掃・洗車等の管理業務

資　格▶ 普通二種免許保有者
給　与▶ 月162,500～167,500円 

※無事故・皆勤・調整手当含む
時　間▶8:30～17:15 ※残業月5h程度
休　日▶ 土日祝日（完全週休2日）、 

12/29～1/3
待　遇▶ 各種保険完備、交通費規定支給、 

残業手当、作業服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳・恵庭市内

12/29～1/3はお休みです。

㈱大和交通システム 道央支店
恵庭市漁町146番地

まずはお気軽にお電話ください。追って面接致します。

☎0153-74-9810（本社）

千歳・恵庭 契 車両管理員

小学生から高校生のお子様がいる方には

子育て支援金支給 

（1日500～700円　※規定有）

終学相談室/2名募集

勤務先▶ユアホール向陽台/千歳市文京3丁目1
仕　事▶ 新しくオープンした新施設での広報宣

伝活動、各種催事のご案内、テレアポ等
時　間▶ 10:00～15:00　※実働4h
休　日▶土日祝

葬祭フロント事務/1名募集

勤務先▶千歳シティホール/千歳市北信濃871-19
仕　事▶ 電話対応、伝票作成、発注業務、他
時　間▶ 9:00～18:00　※実働5h程度
休　日▶土日

《共通項目》
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶ 時給1,000円 

※試用期間2ヶ月/同条件
待　遇▶ 各種保険完備、制服貸与、通勤手当、 

車通勤可、有給休暇、社員登用有、 
子育て支援金支給

千歳 パ 広報宣伝活動、フロント事務

〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地
（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

(リアン平安閣)

(採用担当部署直通)
☎0123-26-1163
080-4415-2765

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。
12/31～1/3までお休みです。

パートスタッフ 
2職種募集!

【履歴書郵送先】

★扶養内勤務可能
★勤務時間や休日は応相談

仕　事▶ 電話受付・来客対応・清掃や請求書の 
作成・会計ソフトの入力、銀行・郵便局 
などの外回り

資　格▶簿記3級程度、経験者優遇、要普免
給　与▶時給950円
時　間▶9:00～15:00（実働5h）　※応相談
休　日▶土日祝、その他
待　遇▶ 雇用保険、昇給・賞与有（業績により）、 

交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

千歳市根志越189-79有限会社 流星工業
☎0123-26-5108担当/イデタ

受付時間/8:00～18:00

経理事務員募 
集

千歳 パ 経理事務

②菓子のパッキング・仕上げ
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円 ※試用期間1ヶ月有/同条件
時　間▶ 9:00～15:00 ※実働5h

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ ①時給950円　②時給920円 

※試用期間1ヶ月有/時給920円
時　間▶ ①8:00～17:00　②9:00～17:00

①菓子製造補助

〒066-0077 千歳市上長都3番地6
［担当］松谷

下記まで写真付き履歴書を送付ください。
お電話でも受け付けます。

★12月28日～翌1月5日はお休みです。
※面接は1/25～実施予定

☎0123-25-8613
株式会社ボンタイム北海道

2名

4名

期　間▶ 2月1日スタート（※採用決定後随時）
～7月末 ※更新有

休　日▶ 土日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与

共
通
項
目

男女
ともに
OK!

未経験者
歓迎♪

お菓子製造に
 関わるお仕事です。

千歳 パ 製造補助、パッキング、仕上げ

★日中ある程度の期間研修があります。

［パート］夜勤専属スタッフ
資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓迎、 

土日勤務できる方歓迎、 
介護職員初任者研修（旧ヘルパー2級）あれば尚可

給　与▶ 夜勤1回16,000円（夜勤手当含む）
時　間▶ 16:30～翌9:30
勤　務▶ 週2日 ※応相談
待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

☎26-5300

［正職員/パート］ケアマネジャー
資　格▶ 介護支援専門員
給　与▶ ［正職員］月給200,000円～（資格手当含む） 

［パート］時給1,000円＋資格手当
時　間▶ ［正職員］9:00～18:00　［パート］応相談
勤　務▶  ［正職員］週5日　［パート］週2日～ ※応相談
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

賞与年2回、昇給制度有　

ケアマネジャー
夜勤専属

Wワーク
OK

スタッフ
募集!

千歳 正 パ ケアマネジャーパ 夜勤専属スタッフ

千歳市長都1011-1プロスペック合同会社

仕　事▶ 光回線工事、エアコン設置、防犯カメラ設置等
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、要普免
給　与▶ 月給180,000～300,000円 

※試用期間有/日給8,000円
時　間▶ 7:00～17:00（実働8h） ※変動有
休　日▶ 土、日のいずれか、他シフトによる 

GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、賞与年1回、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市近郊・札幌市近郊の各現場 ※道外出張も有

つながらない場合は

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-6780
☎070-5609-6439

担当/関根

やる気のある方歓迎します‼
ゆくゆくは独立希望の

※12/28～1/5はお休みです。

作業員募集
千歳・その他 正 作業員

勤務先▶ 北海道まるごとダイニング  
うまいっしょ 千歳店 
（千歳市幸町4丁目25-1  
千歳第一ホテル 1F）

時　間▶15:00～22:00の間で実働3h～
給　与▶ 時給950円～  

※能力・経験による
勤　務▶ 週3日以上、シフト制

資　格▶要大型免許
時　間▶ 6:00～22:00の間で実働3h～
給　与▶ 時給950円～
勤　務▶週3日～

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

（千歳第一ホテル）☎27-2000 千歳市幸町4丁目25-1★年末年始も受付中!!
㈱タスクMホールディングス

◆キッチンスタッフ ◆送迎ドライバー
スタッフ募集!!キッチンスタッフ

送迎ドライバー

正社員登用
制度あり

待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、 
昇給年1回、車通勤可（無料駐車場 
完備）、交通費規定支給、制服貸与

共通
項目

千歳 ア パ キッチンスタッフ、送迎ドライバー

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶ ボイラー運転管理、小修繕、日常清掃、
ワックスがけ、除草・除雪等

資　格▶ 危険物乙種4類以上
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 7:30～16:00
休　日▶ 土日祝、年末年始　 

※学校行事等で出勤した場合、振替休日有
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給
勤務先▶向陽台小学校、泉沢小学校

千歳 パ 学校用務員

仕　事▶ ご利用者様の相談・サポート業務、施設運営・ 
介護業務全般　※入浴介助、食事介助はありません。

資　格▶ 社会福祉士・社会福祉主事任用資格保持者・精神保健福祉
士・介護支援専門員・介護福祉士のいずれか、要普通自動
車免許（AT限定可)、未経験者OK、ブランク可、新卒者歓迎

給　与▶ 月給226,000～283,000円 
※資格手当・固定残業手当含む　※経験を考慮します。

時　間▶8:00～17:00(休憩1h)
休　日▶日・祝を含む月9日、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、資格取得支援手当有、賞与年2回

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
受付/9～18時
担当/関澤☎0123-25-6207

シフトのご希望お伺いします！
★子育て中の人も働きやすい！

恵庭 正 生活相談員

資　格▶ 幼稚園教諭・保育士資格 
※ 小学校教諭免許・養護教諭資格を 
お持ちの方もご相談ください。 
(委細面談）

共
通
項
目

保
育
教
論

応募 ☎0123-24-7000 担当/鮫島・中島

給　与▶ 時給890円
時　間▶8:30～13:30　　　休　日▶ 土・日・祝
待　遇▶交通費規定支給

◆事務職員/パート

働き方ご相談ください！
給　与▶ 時給920～960円 

※令和4年4月から時給980～1,020円 
※恒常的に8時以前・17時以降勤務可能な方は
　加算有

時　間▶7:00～19:00の間で応相談
休　日▶土・日・祝　　　待　遇▶交通費規定支給

◆保育教諭/パート

給　与▶ 正職員/月186,000～195,000円 
常勤職員/月179,000～189,000円

時　間▶7:00～19:00の間でシフト制
休　日▶日・祝　※週休2日制(隔週)4週6休
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給年1回、賞与年2回

◆保育教諭/正職員・常勤職員(契約)

正職員への
登用も有

〒066-0078　千歳市勇舞1丁目1-1
アリス認定こども園社会福祉法人千歳洋翔会

入園希望多数のため

保育教諭・事務職員 募
集

千歳 正 契 パ 保育教諭パ 事務職員

［応募］まずはお気軽にお電話ください。 履歴書（市指定用紙）は当院のHPから取得できます。12/29～1/3はお休みです。
市立千歳市民病院
千歳市北光2丁目1-1 ☎24-3000

内線8232
総務課総務係https://chitose-shimin-hospital.jp/

（資格･免許が必要な職種については、 資格証明書等のコピーが必要です。）

資　格▶ 看護師免許、昭和46年4月2日以降に生まれた方
時　間▶ ①日勤/8:30～17:00 ②準夜勤/16:30～翌1:00 

③深夜勤/0:30～9:00 ④夜勤/16:30～翌9:00 
※病棟勤務/①～④ (2交替・3交替勤務) 
※手術室勤務/①及び待機 
　（17:00～翌8:30/待機手当支給有）

給　与▶ 月192,400円～
休　日▶ 4週8休 ※シフト制(病棟勤務) 

土・日・祝（手術室）
待　遇▶扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等

❶ 病棟･手術室看護師（正職員）
仕　事▶病棟での看護補助業務
資　格▶ 資格は問いません
時　間▶ 6:00～21:00 ※実働7h ※シフト制 

※配属先により始業時間が変更となる場合有
給　与▶  月144,606～166,103円  

※資格等により賃金加算有
休　日▶シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社保完備、 

雇用保険、有給休暇、期末手当

❷病棟看護助手（パートタイム）

市立千歳市民病院
看護師・看護助手募集

院内保育所利用可能!

採用日 随時

正職員

パートタイム

千歳 正 病棟･手術室看護師パ 病棟看護助手


