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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 学校法人 鶴岡学園 恵庭市黄金中央5-196-1 TEL.0123-34-0019

北海道文教大学HBUHOKKAIDO BUNKYO UNIVERSITY
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札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10

公益財団法人さっぽろ
青少年女性活動協会

写真付履歴書を郵送ください。
〒066-0063
千歳市幸町5丁目14-5 伸和ビル501
担当/千歳事業所　採用担当
受付時間/午前8時45分～午後5時15分

採用日:令和4年12月1日（木）以降
期　間▶採用日～翌年3月31日まで ※更新有（最長3年）
仕　事▶ 千歳市児童館・学童クラブにて児童対応 

および施設の管理業務
資　格▶未経験者歓迎、高校生不可 
給　与▶月給132,240円
時　間▶ 午前8時～午後6時30分の間で実働6h 

（週30h勤務/シフト制、応相談） 
※状況により残業有（月0～5h程度）

休　日▶週休2日、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、 

賞与年2回、施設内全面禁煙

◆1日実働6h

【千歳事業所】

0123-29-3075
お問い合わせ 

（受付/8:45～17:15）

児童館・学童クラブでの

勤務先
職員募集！
◆  千歳市内 
児童館・学童クラブ

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

千歳 準 児童指導員（補助）

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いてあるワラを取

　り替える作業 
ⓑエサが入っている器の洗浄 
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除

時　間▶ 6:00～9:00（実働3h）、 
6:00～16:30（実働8h)　※休憩2.5h、残業無し 
※ 勤務地によって就業時間が異なる場合が
ございます。

給　与▶ 時給1,000円
勤　務▶ 週5日または週6日　※選択可
休　日▶ ［週5日勤務］週休2日制（日曜、他1日） 

［週6日勤務］日曜定休、夏季・冬季休暇
待　遇▶ 労災保険、車通勤可、交通費規定支給、夏季・冬

季ミニボーナス有、忘年会等のイベント有、定
期健康診断、食堂利用可、屋外喫煙スペース有

勤務先▶ ノーザンファーム早来（勇払郡安平町早来源武275） 
ノーザンファーム空港（苫小牧市美沢114-2）勇払郡安平町早来源武275

 0120-15-1143
行こう！ いいホース

応 募

面接日は相談の上決定します。まずはご連絡ください！

■■■■牧 場 作 業
スタッフ募集!!

して
みませんか？

★WワークOK！　★年2回ミニボーナス支給！

その他 パ 牧場作業

週5日 or 週6日
働き方選べます!

職場見学
まずは

《看護師・准看護師》　◆パート
仕　事▶ 外来看護業務
資　格▶ 看護師・准看護師
時　間▶ 6:45～19:30の間でシフト制
給　与▶ 基本時給1,350～1,450円

《看護師・准看護師》　◆正社員
仕　事▶ 外来看護業務
資　格▶ 看護師・准看護師
時　間▶ 6:45～19:30の間でシフト制
給　与▶ 基本給200,000～235,000円 

※ 資格手当10,000～20,000円、 
職務手当20,000円別途支給

《医療事務》　◆パート
仕　事▶ 受付・会計・案内等
時　間▶6:45～12:45の間で3～6h
給　与▶ 時給930円～ 

※6:45～7:45迄　時給1,030円

◆共通項目
期　間▶雇用期間の定めなし
休　日▶シフト制、有給休暇
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

試用期間有（3ヶ月）、就職祝い金・紹介お礼金支給
有、昇給有、職員割引有、敷地内禁煙 
 《正》各社保完備、住宅手当 
《パ》週20時間以上勤務で雇用保険

〒066-0027　千歳市末広4丁目8番10-2
千歳駅北クリニック

正社員・パート募集！

担当/大久保0123-27-8000応募

詳細はこちらから 
ご覧ください

千歳 正 パ 看護師・准看護師パ 医療事務

恵庭市恵み野北3丁目1-1 RBP

【受付/10～17時】
担当/佐々木0123-37-6020

恵庭市恵み野
子どもの集う場所 フーレめぐみの

児童指導員募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくか、郵送ください。

仕　事▶ 子育て支援センターと子どもひろばの児童指導員
期　間▶ 1年毎の更新制　※長期
資　格▶ 保育士・幼稚園教諭、教員・社会福祉士資格、子育て支

援士の何れか、未経験者歓迎、経験者優遇、土日祝勤
務できる方優遇

給　与▶ 時給920円～
時　間▶ 9:00～18:00の間で実働7h　※休憩1h、残業なし
休　日▶ 週休2～3日　※応相談　※休館日/火曜日
待　遇▶ 各社保完備、車通勤可、敷地内禁煙

0歳～18歳までの子どもや、 
保護者の方と楽しい時間を過ごしましょう！

40代 
活躍中!

恵庭 契 パ 児童指導員

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 清掃員
給　与▶ 時給930円
時　間▶  7:30～11:00（実働3.5h）
休　日▶ 土日祝・年末年始、他学校閉庁日 

※ 一部土・日・祝日に学校行事が
ある際は、出勤の場合があり
ます。

待　遇▶ 交通費規定支給、敷地内禁煙
勤務先▶ 北陽小学校

清掃員さん募集!
千歳 契 小学校清掃員

期　間▶ 2022年12月31日まで 
※その後は応相談

仕　事▶ 配達、その他
資　格▶ 普通自動車運転免許
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 13:00～19:00の間で都合の良い時間
勤　務▶ 週2～6日で日数は希望に合わせて
待　遇▶ 従業員割引あり、受動喫煙対策有り

恵庭市恵み野西6丁目20-3笹松屋

恵庭 ア 配達等

まずはお電話のうえ、履歴書をお持ちください。

0123-36-6001担当/小原

スタッフ増員募集

0155-29-2151
 　 080-6416-0926

担当
高橋

時給 1,050円～

履歴書を右記に 
ご郵送ください。

〒080-0802 帯広市東2条南20丁目4-2
合同会社 インシュピルサン

調理補助
食器洗浄

期　間▶ 即日～翌3月31日　※状況により更新の可能性有
仕　事▶ 駐屯地内の食堂での調理補助、食器洗浄等
給　与▶時給1,050円～ 
時　間▶ 9:00～18:30の間で、実働6～7h　 

※休憩1h、残業なし
勤　務▶ 週2～5日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、屋内に喫煙スペース有、 

その他、委細面談
勤務先▶ 陸上自衛隊南恵庭駐屯地（恵庭市恵南63番地）

恵庭 ア パ 調理補助、食器洗浄

千歳・恵庭

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号

0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

委 配布員

【代理】配布員さん

急募!!

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」を、会社が指定する地域に配布
してもらうお仕事です。 
※業務委託となります 
毎週木・金の2日間で500部程度の配布をお願いします。

資　格▶ 年齢不問、自家用車をお持ちの方、健康でまじめな方
勤　務▶ 毎週木・金曜の2日間で都合の良い時間
給　与▶ 週給6,500円
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、金曜/5:00～18:00 

上記時間の間で5～6h程度 
※ 状況により時間が変動する可能性がございます。

6,500円!!
500部配布で

WEBで手軽におシゴト探し 外出先でも

検索ちゃんと 求人ナビ

いつもの
移動時間

でも

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

①

札幌市白石区平和通12丁目北5番43号

労働者派遣事業（派01-23-0019）
紹介業（01-ユ-300059）業務請負共通運送株式会社 

期　間▶長期（3ヶ月毎の更新）
仕　事▶ 大手メーカーの清涼飲料水・炭酸飲料水・コー

ヒー・お茶等の材料の①計量②調合③投入
資　格▶未経験者歓迎、高校生不可
給　与▶ 時給1,500円  

※22:00～翌5:00まで深夜割増有
時　間▶ 8:00～17:00、20:00～翌5:00 ※休憩1h 

※2交代制、実働8h、残業有（月/40h以内）
勤　務▶ 週5日(日勤と夜勤の交代制)
休　日▶週休2日、シフト制（要相談）
待　遇▶ 各社保険完備、制服貸与、車通勤可、6ヶ月後有

給休暇取得、喫煙ブース有、交通費規定支給
勤務先▶千歳市北信濃(JR長都駅より徒歩15分)

1,500円時
給

新工場増設の為

交通費規定支給！

受付/8:30～17:30 
担当/土田011-862-8291

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
まずは、お気軽にお電話ください。

千歳 派 飲料製造補助

千歳・恵庭 派 運搬作業、マシンOP、製造補助、設備メンテ、検品


