
2022年7月15日（金） ちゃんと11

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▶ 普通自動車免許、中型・大型自動車免許あれば尚可
時　間▶ 7:30～16:30(実働5～8h程度)
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月159,300～177,000円  

※取得している免許による
待　遇▶ 各社保完備（勤務状況による）、交通費規定支給、 

飲料補助有（7・8月）、暖房手当（9月～翌3月）、 
年末手当、免許取得制度有

勤務先▶ 千歳市内

〒066-0067　千歳市桂木3丁目9-26
有限会社 協成ワーク

退職金制度、傷害保険、生命保険等
福利厚生充実!!

担当/髙橋☎0123-27-7244応募

千歳 正 廃棄物・資源物回収等

助手も 
同時募集！

安心して
働けます♪

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

時　間▶ ①9:00～15:00、19:00～翌1:00 
②14:00～18:00

給　与▶ 時給940円 
※22:00以降/時給1,175円 
※試用期間/同条件

勤　務▶ ①週2日程度 
②土・日・祝

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-2077 090-2511-4127

◆ ベッドメイク

千歳 パ ベッドメイク

勤務先▶ 恵み野ハイム（恵み野北3丁目1-2）
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①6:30～9:30 ②16:00～19:00 

③16:00～20:30 ④17:30～20:30
休　日▶ 日曜・祝日、他シフトによる ※春・夏・冬休み有
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社
☎0123-36-2271

〒061-1373 恵庭市恵み野西2-2-11

恵庭 パ 調理

怒りの感情をコントロールし､ストレスを軽減さ
せ､うまく付き合っていくための心理トレーニン
グの資格。
会社研修や医療福祉､教育やカウンセリングなど
様々な現場で活用す
ることができます。
また､資格で得た知
識を教えられるよう
になる講座があり､
学んだことを多くの
方に発信できるよう
になります。

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47年4月2日以降
に生まれた方

時　間▶   日勤/8:30～17:00 
準夜勤/16:30～翌1:00 
深夜勤/0:30～9:00 
夜勤/16:30～翌9:00 
※病棟勤務（2交替･3交替勤務）が可能な方 
※手術室勤務（日勤、待機有）が可能な方

給　与▶ 初任給月192,400円～ 
※初任給は新卒の金額であり、採用
　前の経験等に応じて加算します。

休　日▶4週8休 ※シフト制
待　遇▶ 扶養手当・通勤手当・期末手当・勤勉

手当・住居手当・寒冷地手当等有、 
有給休暇、院内保育所利用可能

❶ 病棟･手術室看護師（正職員）

急
募看護師・看護助手

性別は問いません！ 安心して長く働ける職種！

市立千歳市民病院
❷ 看護助手（パートタイム）
仕　事▶病棟での看護補助業務 ※当直なし
資　格▶ 経験は問いません。
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 
※ ヘルパー、介護士等の資格により
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、

車通勤可（駐車場有）、雇用保険、有給
休暇、期末手当、院内保育所利用可能

［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。詳
細
は
▶

コ
チ
ラ
か
ら

千歳 正 病棟･手術室看護師パ 看護助手

デザイナー募集
仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶ Illustrator・Photoshopの基本操作必須 

★InDesign使用できれば尚可 
★Webの知識がある方尚可

時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 
※月曜は若干の残業があります。

休　日▶日曜、他4週6休
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、 

車通勤可、試用期間1ヶ月位有

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳 正 デザイナー

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も 
応募可！

★ デザイン業務経験者 
大歓迎！

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-27-0911
採用担当/葉多埜・髙橋

千歳市幸町
2丁目3-2☎0123-26-5061 受付/14～18時 

担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,050円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

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お持ちください。パーラー恵み野 ☎36-4114恵庭市恵み野西1丁目4番

受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/北広島市
仕　事▶ 店内床のモップ拭き、駐車場のゴミ拾い、分別等
給　与▶時給889円
時　間▶ 7:30～11:00（休憩15分）
勤　務▶週3日程度

◆ 清掃スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶ 店内清掃全般、トイレ、玄関等の清掃、 

（お客様の周り）空き缶・ゴミ回収
給　与▶ 時給900円～ 

※22時以降は、時給25％アップ
時　間▶ 13:00～23:00（実働4～6h）
勤　務▶週3日程度

資　格▶ 未経験者歓迎 
※駐車場と閉店後清掃のみ高卒以上

待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

共通項目
仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、

簡単な調理業務
給　与▶時給900円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度
勤　務▶週2～3日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集! 時間 
応相談！

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

道内最大のネットワーク 北交ハイヤー

千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱ ☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶ 要普免（運転経験1年以上）　★AT限定可 
※ 運転経験1年以上、3年以下の方は受験資格特
例教習受講者に限る。

時　間▶ ［朝］①5:00～14:30　②7:30～17:00 
［夕・夜］①17:00～翌2:30　②20:00～翌5:30 
※［朝］［夕・夜］選択制 
※いずれも実働6.5h、休憩3h 
※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）

勤　務▶ 4勤務→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶ 歩合制 

例： 正社員/月182,962円 
（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円 
（昼勤、25日出勤の場合）

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、 
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇、二種免許取
得養成制度有

入社支度金制度

※規定有

未経験者
OK!! 

10~30 利用可!万
円

賃金保証制度 月25 支給!6ヶ月間 万
円

二種免許取得条件が 
19歳以上、普通免許保持1年以上に

緩和されます。
二種免許取得は、当社でバックアップ♪
ドライバーデビューしませんか？

千歳 正 嘱 タクシードライバー

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）☎0123-49-6805

資　格▶ 介護職員初任者研修修了者 
（ヘルパー2級）あれば尚可

給　与▶ 月163,250円～ 
+夜勤手当（10,000円/回) 
※賞与年2回（2.55ヶ月分） 
※介護福祉士手当5,000円

※処遇改善手当78,000～98,000円（偶数月毎支給）

資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月169,000円～ 

+夜勤手当 4,428円～/回 
+資格手当 5,000円 
（年齢・経験に応じて支給） 
※賞与年2回（3.4ヶ月分）

◆ 正職員

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

夜勤の可否
対応可能!

◆ 準職員

介
護
職
員
募
集

共通項目
仕　事▶ 入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～19:00（実働8h、休憩1h） 

夜勤/ 17:30～翌9:30（実働14h、休憩2h）  
※月4～5回

休　日▶ 週休2日制　※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有、退職金制度（共済会有）、 
処遇改善手当78,000～98,000円 
（偶数月毎支給）

勤務先▶ 特別養護老人ホーム　暢寿園 
（千歳市富丘2丁目7-5）

詳細は 
HPをご覧 
ください！

千歳 正 準 介護職員

◆3年以上の経験者
給　与▶ 4t/月給251,016～263,750円 

8t/月給263,750～280,050円 
11t/月給270,117～301,953円

仕　事▶ 仮設材、建築資材の運搬
資　格▶ 仮設材運搬経験者、玉掛け資格、 

小型移動式クレーン資格、4t/要中型免許、 
8t・11t/要大型免許

時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有） 
※月平均10～20hの時間外有

休　日▶ 土、日、祝、GW、お盆、年末年始 
※月平均1～2日の土曜出勤有

待　遇▶ 時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当
（200km以上）、夜間手当（22時以降）、 
各社保完備、車通勤可、昇給有、退職金制度有

共
通
項
目

4t・8t･11tユニック運転手
資格を活かして働こう！

受付/9～16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北一運輸株式会社
北広島市輪厚431-1Kitaichi Transportation Co., Ltd.

経験者 
優遇いたします

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未経験者でも可 !
※固定時間外35h含む、試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

北広島 正 4t・8t･11tユニック運転手

◆未経験者
給　与▶ 4t/月給244,648円～ 

8t/月給251,016円～

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

勤　務▶週4日程度
待　遇▶ 制服付与、交通費規定支給、車通勤可

〈共通項目〉

水 産 部 門今
回
は の募集です

[応募］店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

☎39-7777応募

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1 Web応募

はコチラ

給　与▶ ［一般］時給933円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:00～13:00

〈水産〉 1名募集

給　与▶ ［一般］時給930円 ［学生］時給890円
時　間▶ 7:30～12:00

〈水産〉
応募

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

1名募集

給　与▶ ［一般］時給930円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00 ※土日は7:40～12:40

〈水産〉

Web応募
はコチラ

恵庭店

☎33-1122
恵庭市本町210

応募
3名募集

〈さかなやの寿司〉
給　与▶ ［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶ 7:30～13:00

2名募集

Web応募
はコチラ

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

給　与▶ ［一般］時給936円 ［学生］時給890円
時　間▶ 8:30～13:00 

※8:30～16:30の通し勤務も可

〈水産〉 2名募集

千歳・恵庭 ア パ 水産


