
2022年9月30日（金）ちゃんと 10

千歳市新富1丁目7-5
 平和ビル1F

22-7400【受付時間/9～16時】応 募

仕　事▶ PC入力作業、電話・来客対応、 
銀行などへの外回り（社用車使用）

資　格▶ Excel、Word等、基本的なPC操作が可能な方
時　間▶ 8:30～17:00　※実働7.5h
休　日▶ 土日祝、年末年始（12/30～1/3） 

※年間240日の勤務です。
給　与▶ 月15～17万円
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、有給休暇

残業なし！お休み充実♪
学校行事への参加も可能
子育て世代が働きやすい環境です♪
千歳 正 一般事務

千歳市上長都1034番地9 

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-40-0001
国分商会 

受付/9～18時
担当/伊藤

期　間▶10/1～12/30(開始日、期間は応相談)
仕　事▶廃棄タイヤの仕分け処理
時　間▶ ①8:00～17:15 ②10:45～20:00 

※休憩75分 ※時間応相談
給　与▶時給1,300円
休　日▶ 日祝、会社指定日(状況により出勤の

場合有）
待　遇▶制服貸与、車通勤可、喫煙スペース有

北海道支店株式会社

短期!! 時給1,300円
千歳 ア 構内作業員、工場作業員

 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目4-8

担当/三浦0123-23-2607
【電話受付時間/8:30～18:00】

期　間▶即日～長期
勤務先▶ 日本通運㈱北海道重機建設支店（上長都1057番地21）
仕　事▶ 事務所清掃。休憩室、トイレ、床面等の 

拭き掃除等、簡単な日常清掃です。
時　間▶7:30～9:30（1名/2h）
給　与▶時給1,200円
勤　務▶月～金（週5日）
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 制服貸与、車通勤可（駐車場無料）、 

屋内喫煙スペース有

千歳 パ 清掃

〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所
履歴書(写真貼付)を郵送ください。追って面接日をお知らせします。 ［担当］荒川070-4510-0065

仕　事▶ 小・中学校にて、給食の校内運搬・配膳 
※調理はありません 。

資　格▶ 要普通免許 
※自家用車にて通勤できる方に限る

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 9:00～14:00（休憩30分）　 

※残業なし
休　日▶ 土・日・祝、夏休み・冬休み等の長期休業
勤務先▶ 千歳市内の各小中学校 

※欠員場所の代務員のため、不定地

給　与▶ ①月給165,000円～　②時給920円～
時　間▶ ①8:00～16:30（実働7.5h） 

②8:00～12:00、8:00～15:00（休憩1h） 
　※シフト制　※残業なし

勤　務▶月～金　　　 
休　日▶ 土・日・祝
勤務先▶千歳市給食センター/千歳市流通3丁目1-11
《共通項目》
期　間▶半年毎の更新（長期）
待　遇▶ 交通費支給、制服貸与、敷地内禁煙、契/社会保険完備

学校給食配膳員　パート 調理員　①契約社員 ②パート
給食配膳員・調理員 募集!
千歳 パ 給食配膳員契 パ 調理員

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

勤務開始日、面接日も
ご相談ください

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶  新千歳空港関係者専用ゲートにて、 

入出場者の確認業務。通行証の確認や、 
出入者に対してのセキュリティ管理が 
主なお仕事です。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶  時給1,000円 

 ※法定研修20h有/18,400円支給
時　間▶ 6:30～21:30の間で実働5～8h 

※休憩1h（勤務時間による） ※残業無 
※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト

休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

国家資格取得制度有（警備員業務検定/費用当社
負担）、喫煙スペース有

勤務先▶ 千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877 札幌市清田区平岡7条3丁目8-22 
平清警備株式会社

011-885-4141担当/山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

応募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

従業員やお客様を飛行機に乗せ
る車。スロープや階段が付いた
トラックです。
VIPが乗降する際は、屋根のない
ものが使われることが多いです。

パッセンジャー
ステップカー 地上に止まっている航空機を

後ろに押し出して移動させたり、
牽引したりする力持ちな車両。
トーバーという棒を飛行機との
接続に使っています。
(必要としないタイプもあります)

トーイングカー

航空機のコンテナを運搬するための台車。
トーイングトラクターに牽引されて
おり、コンテナを乗せた状態で回転
も出来ます。

コンテナドーリー

～空港編～

意外と知らない...!?
町をささえる働く車！

〒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

◎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 https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトもご覧ください▶

看護補助者 準職員

看護師（外来業務） 準職員

仕　事▶  看護師の補助や入院及び透析患者さんのお世
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　※残業なし
勤　務▶ 2交替シフト制、早出・遅出有

仕　事▶外来患者の看護業務
資　格▶看護師
給　与▶時給1,500円
時　間▶   ①8:45～17:30（月・火・木・金） 

②8:45～12:45（水・土） 
※残業なし

休　日▶日曜・祝日、年末年始、その他
《共通項目》
期　間▶長期 
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

受動喫煙対策有（施設内禁煙）

仕　事▶ 通所リハビリ送迎時の乗降介助、 
リハビリテーション実施時の補助業務

資　格▶ 未経験者可
給　与▶ 時給950円
時　間▶  7:30～18:00の中で8h勤務（シフト） 

※詳細は面談時にお伝えします。　 
※残業なし

休　日▶土・日曜・祝日

通所リハビリアシスタント 準職員 看護師（透析業務） 準職員

仕　事▶透析患者の看護業務
資　格▶看護師
給　与▶時給1,500円
時　間▶ ①8:30～12:15　②9:00～17:45 

③9:45～18:30　④8:45～18:30 
※残業なし

休　日▶シフト制（4週8休+祝日）

千歳 準 通所リハビリアシスタント、看護師（透析・外来業務）、看護補助者

千歳市立市民病院 (千歳市北光)

㈱クリーン開発 〒066-0019  
千歳市流通1丁目4番7号

■ 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

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。 Web応募
はコチラ!

◆清掃作業現場責任者　主任　嘱託

仕　事▶受付管理、設備点検、巡回点検
時　間▶ ①7:00～15:30、②15:00～23:30、 

③23:00～翌7:30（実働7.5h、休憩1h）　シフト制
休　日▶週休2日　※シフト制
給　与▶ 月給169,000円～　（深夜割増分含）
待　遇▶ 賞与年2回、燃料手当年2回、社保・雇保、 

家族手当10,000円／1人、施設内禁煙 （喫煙所有）

仕　事▶ ①恵庭地区事業所の現場管理、勤怠管理 
② 動物衛生業務　カラスの巣駆除、負傷動物保護、ハチの巣駆除、動物死骸回収等

資　格▶要中型免許以上
時　間▶8:30～17:30（実働8h、休憩1h）
休　日▶週休2日
給　与▶ 月給174,000円～
待　遇▶ 賞与年2回、燃料手当年2回、社保・雇保、 

家族手当10,000円／1人、施設内禁煙、高所作業車特別教育受講（会社負担）

仕　事▶ 廃棄物収集運搬業務、簡単な車両メンテナンス等
資　格▶要中型免許以上
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h、休憩1h） ※現場により7:30～16:30の場合有
休　日▶週休2日　※シフト制
給　与▶ 月給174,000円～
待　遇▶ 賞与年2回、燃料手当年2回、社保・雇保、 

家族手当10,000円／1人、施設内禁煙、喫煙所有
仕　事▶ 日常清掃、定期清掃、現場管理（サービス、安全）、勤怠管理等
時　間▶ 7:30～17:00（実働8h、休憩1.5h）
休　日▶週休2日　※シフト制、年末年始
給　与▶ 月給174,000円～
待　遇▶ 賞与年2回、燃料手当年2回、社保・雇保、 

家族手当10,000円／1人、敷地内禁煙

時　間▶ ①7:00～17:00、 
②8:00～17:00（実働①９h②８h、休憩１h）、 
土・祝7:00～15:00（実働7h休憩1h）、日曜7:00～14:00（実働6h休憩1h）

休　日▶週休2日　※シフト制
給　与▶ 時給950円～（月額164,000円程度）
待　遇▶ 社保・雇保、敷地内禁煙

時　間▶ ①7:00～12:00、②8:00～12:00、 
③13:00～17:00（実働①5h②③4h）、　 
土・祝7:00～15:00（実働7h休憩1h）、 
日曜7:00～14:00（実働6h休憩1h）

休　日▶週休3日程度　※シフト制
給　与▶ 時給950円～（月額85,000円程度）
待　遇▶ 雇保、敷地内禁煙仕　事▶ 日常清掃、定期清掃、現場管理（サービス、安全）、勤怠管理等

時　間▶ ①6:30～15:30、②8:00～17:00、③6:30～17:00 
　土曜6:00～15:00いずれも実働8h、休憩1h③は休憩1.5h

休　日▶週休2日　※シフト制
給　与▶ 月給200,000円～（残業手当20h分含む）
待　遇▶ 賞与年2回、燃料手当年2回、社保・雇保、 

家族手当10,000円／1人、敷地内禁煙

仕　事▶ 日常清掃、定期清掃、現場管理（サービス、安全）、勤怠管理等
時　間▶ 平日12:00～23:00（実働9h休憩2h） 

土日①8:00～17:00（実働8h休憩1h） 
　　②12:00～17:00（実働5h休憩なし）　（月平均154h）

休　日▶週休2日　※シフト制
給　与▶ 月給144,000円～
待　遇▶ 賞与年2回、燃料手当年2回、家族手当10,000円／1人、社保・雇保

《共通項目》　待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆清掃スタッフ　フルパート千歳市立市民病院 (千歳市北光)

フルタイム求人安心して長くお勤め出来ます

千歳市立図書館 (千歳市真町) ◆フルタイム求人　清掃作業現場責任者　主任　嘱託

千歳駅連絡通路 (千歳市千代田町) ◆清掃スタッフ　嘱託日本食品分析センター（千歳市泉沢） ◆施設保守管理業務　嘱託

千歳市立市民病院 (千歳市北光) ◆清掃スタッフ　短時間パート恵庭市役所（恵庭市京町） ◆恵庭事業所　主任　嘱託

廃棄物等回収ドライバー (本社 千歳市流通) ◆嘱託

千歳・恵庭 嘱 パ 清掃、管理、点検、衛生業務

期　間▶長期
仕　事▶ 牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、レジ打ち等
資　格▶ 未経験者・経験者共に歓迎、 

フルタイム・土日勤務できる方歓迎、学生不可
給　与▶ 時給960円～ ※試用期間3ヶ月/時給920円
時　間▶ 7:30～20:30の間で実働7.5h ※休憩1h 

①7:30～16:00　②10:00～18:00 
③12:00～20:30 
※残業通常は無し、繁忙期は月/10時間以内

休　日▶  月8～10日　※シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、社員割引有、空港施設内割引有、

制服貸与、有給休暇、喫煙所有
勤務先▶ Milk Stand 北海道興農社（新千歳空港国内線ターミナル2F）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。【担当】田仲

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル 2F

0145-26-2800【受付】平日 9:00～17:30

販売スタッフ 募
集

未経験者
 歓迎！

千歳 ア パ 販売

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1,220円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による ※残業無
勤　務▶ 週４～5日（応相談） ※シフト制
待　遇▶ 介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、その他社保加入

可能（時間数による、希望者のみ）、敷地内全面禁煙

★有給を取得しやすい！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
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

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

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員

0120-095-350一般労働者派遣事業（派01-300425）
 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

当社HPお問合せフォームからも応募できます。 https://speed-hokkaido.jp/函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F
スピード北海道株式会社

仕　事▶電子部品の製造
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※休憩1.25h、残業月30～40h
勤　務▶ 5勤2休もしくは4勤2休
給　与▶ 時給1,300円　 

※22時以降/時給1,625円

期　間▶即日～3ヶ月毎更新
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可（P完備）、制服貸与、 
社員登用有、喫煙所有

勤務先▶恵庭市戸磯

《共通項目》

仕　事▶ ビール缶資材の搬出入
資　格▶フォークリフト資格
時　間▶ 7:30～16:30、7:50～16:50  

※休憩1h、残業月10h程度
給　与▶時給1,200円
休　日▶土日、他

仕　事▶ビール缶の検査
時　間▶ 8:00～15:00、15:00～21:00  

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,015円
休　日▶土日、他

恵庭 派 工場内作業、製造


