
2022年11月11日（金） ちゃんと13

地域包括支援センター

知ってるようで、
 知らない

【福祉】2006年介護保険法改正で定められた、介護で困った事や問い合わせの窓口となる機関。各
市区町村の中学校区ごとに設置され、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジ
メントなどを総合的に行う。

期　間▶ 2023年3月31日まで
仕　事▶ 玉葱・馬鈴薯等、 

野菜の選別・カット等の加工業務
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給930円
時　間▶ 8:45～17:00の間で応相談 

※フルタイム/休憩1.5h 
※残業月0～10h

勤　務▶ 週3～6日で日数応相談  
※日曜日はお休みです。

待　遇▶ 車通勤の方は交通費規定支給、喫煙室有 
※ 8:45～17:00まで勤務の方に限り、 
JR千歳駅からの送迎有

〒066-0051
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り
株式会社北泉

担当/七島
受付/平日9～18時28-2695応

募

★ 開始・終了時間 
も応相談！

★ 急なお休み 
にも対応可

千歳 パ 野菜の選別・加工

期　間▶12月初旬～翌3月末
仕　事▶ 除雪機を使っての除雪作業
給　与▶時給1,300円 （交通費含む）
時　間▶ 5:00～ ※実働3～4h程度 

※降雪状況により変更の場合有
勤　務▶降雪時のみの出勤
待　遇▶ 車通勤可、事務所内に喫煙スペース有
勤務先▶（除雪場所） サッポロビール北海道工場内歩道、

サッポロビール庭園駅～工場歩道

恵庭市戸磯542-1 

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-33-9505
(株)石川トラック運送

恵庭 ア 除雪作業

除雪スタッフ募集

元気で 
健康な方
大歓迎 !!

　　　　　　　　共通項目
期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 17:30～22:00の間 

※18:00～も可 応相談 
※ 残業なし ※深夜割増有

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、休憩室禁煙

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1,250円
勤　務▶週3～5日程度

仕　事▶ 洗い場兼調理補助
資　格▶ 調理経験のある方優遇
給　与▶時給950円
勤　務▶週1～2日

 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。

千歳市幸町2丁目3-2

◆ホールスタッフ

◆洗い場兼調理補助

年齢幅広く
活躍できます!!

ホールスタッフ
1,250円

時
給
洗い場兼調理補助
時
給

募
集950円

千歳 ア ホールパ 洗い場兼調理補助

給　与▶ ［一般］時給966円　［学生］時給920円
時　間▶ 8:30～13:00、17:00～21:00(主に清掃) 

※8:30～16:30の通しも可 
※残業なし ※通し勤務のみ休憩1時間

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

[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

千歳・恵庭 ア パ 水産

期　間▶長期　　　勤　務▶週4日程度
待　遇▶ 通し勤務のみ社会保険加入、制服付与、 

交通費規定支給、車通勤可、施設内禁煙

共通
項目

給　与▶ ［一般］時給960円　［学生］時給920円
時　間▶7:30～12:00 ※残業なし ※休憩なし

恵み野店

応募

恵庭市恵み野西3丁目1

36-2980
Web応募
はコチラ

給　与▶ ［一般］時給967円　［学生］時給920円
時　間▶ 平日/8:30～13:00　土日/7:40～12:40 

※残業なし ※休憩なし

Web応募
はコチラ

恵庭店

33-1122
恵庭市本町210

応募

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966円　［学生］時給920円
時　間▶ 7:00～11:00 (日曜は6:00～)

〈さかなやの寿司〉

水産部門今
回
は の募集です

万円!!
勤務先▶ 千歳市
期　間▶12/1～12/31
仕　事▶ ゆうパックの配達
資　格▶ 要普免(AT限定可)、年齢不問
給　与▶ 月25～35万円  

※最低保証が10,000円 
　（《例》100個配送で14,000円）

時　間▶  8:00～20:00　　休　日▶ 月4日
待　遇▶ 車通勤可、制服貸与、研修有

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.TRANS

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。

★毎年恒例のお仕事です。 ★車両貸出･持込OK！

千歳市高台5丁目1-5

23-0501
㈲M.D.N.TRANS

月
収25~35

千歳 他 宅配ドライバー

0123-34-0740応 募 株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

給　与▶ 時給960円
時　間▶ ①10:00～15:00 

※休憩なし、残業なし 
 ②10:00～19:00 
※休憩1h、残業なし

勤　務▶シフト制　※応相談
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》

給　与▶ ①③時給960円 ②時給930円
時　間▶ ①③18:00～22:00 

②8:00～12:00 
　（8:00～18:00のフルタイムも可）

勤　務▶ 週3日～OK（シフト制）
休　日▶①土日祝 ②③日祝
勤務先▶我汝会えにわ病院

◆ ①手術室清掃  
②昼清掃 ③夜清掃《パート》

共通項目
期　間▶1年毎の更新
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、

制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、有
給休暇有、職場内禁煙

扶養範囲内
勤務も可

調理員・清掃スタッフ募集

一緒に頑張りましょう！

恵庭 パ 清掃、調理補助

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶ 年齢不問（健康な方）
給　与▶ 1部配布7.5円～（ページ数により変動あり） 

＋チラシ折込手当＋増ページ手当＋皆勤賞
勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00、金曜/5:00～18:00の間で 

実働1～3h位（配布場所による）

皆勤賞あります!

★ 詳しくはお電話でご相談ください！
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳市北斗4丁目
13番20号0123-27-0911応募

配布員さ
ん募集
■長都駅前4丁目 ■富丘4丁目  ■みどり台北4・5丁目 
■稲穂2丁目 ■自由ヶ丘3丁目 ■北斗2丁目  ■文京5丁目
■白樺4丁目 ■里美1・2・3丁目 ■若草1・4・5丁目

■島松本町1丁目 ■島松仲町1丁目   ■島松東町4丁目 ■中島町4丁目 
■黄金南1・2丁目 ■北柏木町2丁目  ■和光町2丁目
■柏陽町1・3丁目 ■文京町4丁目  ■美咲野1・5・6丁目

幅広い年齢層を募集中
学生からシニアまでの

千歳・恵庭 委 配布員

千
歳
市

恵
庭
市

期　間▶即日～令和5年3月31日まで、1年更新有
仕　事▶ 園内の見回り、利用者様通院の送迎、電話・来客対応、 

冬期間はホイルローダーによる除雪
時　間▶ 日勤/8:30～17:00（土日祝日）、 

夜勤/17:00～翌8:30（仮眠時間23:30～翌5:00）
資　格▶ 要普通免許 ※ホイルローダーの為小型特殊又は大型特殊尚可
給　与▶日給  日勤/7,820円、夜勤/15,870円、除雪（2,000円/回）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（駐車場無料）、 

有給休暇、屋内禁煙（屋外可）
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）

60代の方 
活躍中!!

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）

◆ 宿直職員

 0123-49-6805

千歳 正 宿直職員

週3日程度の 
勤務で、無理なく
ゆとりある生活を 
送りましょう。

期　間▶6ヶ月毎の更新
仕　事▶ ①新千歳空港での保安検査業務 

②新千歳空港保安検査場での案内係
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、 

学生可（高校生不可）
給　与▶ 時給1,300円 

※試用期間3ヶ月（同条件）
時　間▶ 7:00～13:00（実働5h） 

7:00～20:00（実働10.5h） 
18:00～21:45（実働3h）　※応相談 
※残業なし、勤務時間により休憩有

勤　務▶ 週1日～可　 
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、有

給休暇制度、交通費規定支給（最
大10万円）、送迎有、制服貸与、入
社後30h（約4日以上分）は座学研
修、受動喫煙対策有 

勤務先▶新千歳空港国内線

★ 半数近くが女性！ 
学生さんや30～40代、主婦の方が活躍中！
★掛け持ち勤務歓迎！
★ 送迎バスは時間帯により千歳市内の 
指定場所からであれば利用可能

〒066-0009
北海道千歳市柏台南1-3-1 千歳アルカディア・プラザ2F

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は(株)セノン千歳支社で行います 0123-29-4865
株式会社セノン千歳支社

担当/渡邊・小池
受付時間/8:30～17:30

千歳 ア パ 空港保安検査スタッフ・案内係

募集！

検査スタッフ
案内係

期　間▶長期 ※3ヶ月毎更新
仕　事▶フロント兼ベッドメイク
給　与▶ 時給980円　 

※22～翌5時/時給1,225円
時　間▶ ①9:00～15:00 ②19:00～翌1:00 

③19:00～翌8:00　 
　※8h以上勤務で休憩1h、残業なし

勤　務▶①②週2日程度 ③週1～2日程度
待　遇▶ 労災保険、試用期間3ヶ月、 

受動喫煙対策有（喫煙スペース有）

スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

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

千歳 パ フロント兼ベッドメイク


