
2022年11月18日（金） ちゃんと15

期　間▶即日～令和5年3月31日（更新の可能性有）
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

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▶ 年1回一時金支給、昇給制度あり、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

担当/中野0123-39-2133
〒061-1433 恵庭市北柏木町5丁目3-1

履歴書（写真貼付）を下記担当者宛に
郵送いただくか、直接お電話ください。応募

女性が活躍している職場です!!

株式会社 恵庭商品物流センター

期　間▶ 3ヶ月の試用期間後～翌2月末迄  
※その後1年毎の契約更新

仕　事▶商品の仕分けや各店舗への発送準備作業
給　与▶ 一般商品仕分け担当/時給945円 

重量物含む商品仕分け担当/時給1,085円
時　間▶ ①9:00～15:00 ②9:00～15:30  

③9:00～16:30 ④⑤9:00～17:00  
⑥10:00～16:00 ⑦12:00～17:00  
⑧13:00～17:00  
※6h以上勤務の場合、休憩1h 
※作業量により残業の可能性有（可能な方にのみお
願いしています）

勤　務▶ ①⑥⑦週4日 ②⑧週4日以上 
③週3日 ④月、木 ⑤週3日以上 
※ 勤務条件により、扶養内勤務または社会保険適用
となります。

休　日▶土・日、その他曜日は応相談
資　格▶ 祝日勤務可能な方、60歳未満の方（定年60歳の

為）、学生不可
待　遇▶ 勤務時間により社会保険適用、有給休暇有（6ヶ月

勤務後付与)、交通費規定支給（月額上限15,000
円）、制服貸与、車通勤可、センター内全面禁煙

長期可能な方歓迎!

★社会保険適用可★扶養内OK!!
★70歳までの再雇用制度有

恵庭 ア パ 商品仕分け担当

期　間▶1年毎の更新制
勤務先▶ 千歳市文京1丁目(車通勤要相談)
仕　事▶ 来客受付、館内外清掃・除雪作業、設備巡回、電

球類交換、各種作業立会、総会・理事会準備等
給　与▶ 月給160,000円
時　間▶  月～ 金/8:00～16:00（休憩1h） 

土/8:00～13:00　※残業なし
休　日▶日曜、祝日、盆休2日（8月中）、年末年始
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、館内禁煙、 

交通費支給（月上限10,000円）

〒060-0005 札幌市中央区
北5条西5丁目2番地12 
住友生命札幌ビル4F

電話連絡の上、
写真付履歴書を郵送ください。

011-221-4836

株式
会社サビスコ

平日9時～17時 担当/営業部

未経験者歓迎!!資格・経験不問!!
千歳 嘱 分譲マンション管理員

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、昇給有、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

正社員登用制度有

時　間▶ 7:00～20:40の間で実働5～7h シフト制 
例/①7:00～15:00　②9:00～17:00 
③12:40～20:40等 

※休憩1h、繁忙期は延長の場合有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服等貸与、賞

与年2回、空港内喫煙室有
勤務先▶北海道本舗 総合土産店

仕　事▶ お菓子や農水産品、お酒などを取り扱う 
お店でのレジ、商品補充、陳列、接客など

期　間▶～3/31まで、その後1年ごとに更新
資　格▶年齢・学歴・経験不問
給　与▶時給1,000円～
勤　務▶週2～5日
休　日▶月8日以上

千歳市美々987番地22北海道空港 株式会社

★扶養内勤務可能!!

★ 未経験者歓迎!! 
丁寧に指導します!

担当
影山

まずはお気軽に
お電話ください。 0123-46-5118

千歳 パ 店内業務

空港おみやげ店スタッフ募集!!

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 給食施設及び飲食店厨房勤務経験のある方
給　与▶ 朝食:時給1,200円　夕食:時給1,100円
時　間▶ 6:00～10:00、16:00～20:30 

※休憩、残業なし　※応相談
休　日▶ 日曜日、大学の休日　※夏季・冬季休み有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、食事付き、館内全面禁煙
勤務先▶ 千歳科学技術大学指定学生会館シェルブルー千歳 

千歳市北栄1丁目1-39

札幌市北区北8条西6丁目2-20 
新和ビル(株)エステートシンワ

応募 0123-40-8700

学生寮の食堂での 
お仕事です！ 1,100～1,200円

時 給 パート
千歳 パ 調理

詳しくはHPで！

電話連絡の上、写真付履歴書を
ご郵送ください。面接日をご連絡します。

32-8000 受付/（平日）9:00～17:30
担当/採用担当まで

仕　事▶表参照　　　給　与▶表参照
勤務先▶ 恵庭光と風の里、光風荘、多機能

型事業所（恵庭市牧場219-4） 
恵み野西事業所（恵庭市恵み野西6丁目20-6） 
すとりーむ（恵庭市新町30-3）

共
通
項
目

まずは見学のみでもOK！未経験者でも構いません
パートタイム～日数、時間はご希望に応じます。
子育て中のママさん、多数活躍中！

〒061-1445　恵庭市新町30番3

事業のリニューアル計画中！
休　日▶ 4週8休、年末年始、リフレッシュ休暇 

※年間休日115日程度
時　間▶ 基本8:30～17:30の間

実働8h ※シフトによる 
※休憩1h、残業なし  
※事業所によって早番・遅番・夜勤有

待　遇▶ 各種社会保険完備、北海道民間社会福祉事業
職員共済会加入、福祉医療機構加入、福利厚
生センターソウェルクラブ、賞与年2回（前
年度実績/4.2ヶ月分）、昇給有、慶弔休暇有、 
①②④のみ処遇改善手当有（昨年度実績）
519,000円

休　日▶シフト制 ※応相談
時　間▶ 6:30～22:00 ※応相談 

（夜間支援専門員のみ21:30～翌6:00） 
※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

待　遇▶ 各種社会保険完備(勤務による）、通勤手当支給
（2,000円～）

パ
ー
ト

正
職
員

新たな取り組みを
一緒にしてみませんか

仕事 給与

①生活支援員 正職員/短大・専門学校卒 基本給148,500円＋特殊業務手当17,820円
＋処遇改善（ベースアップ）9,000円～ ※①②のみ
正職員/大卒 基本給171,400円＋特殊業務手当20,568円 
＋処遇改善（ベースアップ）9,000円～ ※①②のみ
パート/時給1,000円～

②職業指導員

③相談員

④作業療法士
正職員/基本給175,600円＋特殊業務手当21,072円 
＋処遇改善（ベースアップ）9,000円～
パート/時給1,100円～

⑤看護師

正職員/準看 基本給191,200円＋特殊業務手当21,072円 
＋処遇改善（ベースアップ）9,000円～
正職員/正看 基本給212,700円＋特殊業務手当25,524円 
＋処遇改善（ベースアップ）9,000円～
パート/時給1,300円～

⑥夜間支援専門員 パート/時給920円～ 22時以降深夜割増有

⑦車両担当員
パート/時給1,000円～

⑧機械オペレーター

恵庭 正 パ 生活支援員、職業指導員、相談員、作業療法士、看護師パ 夜間支援専門員、車両担当員、機械オペレーター

スタッフ募集4職種

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シフト制　※残業なし
休　日▶土・日曜・祝日

〒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。 （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▶

ケアマネージャー 正社員 看護師（外来業務） 準職員

仕　事▶  ケアマネージャー業務
給　与▶  月給184,000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

仕　事▶外来患者の看護業務
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

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
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）
《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）

千歳 正ケアマネージャー準通所リハビリアシスタント、看護師（透析・外来業務）
応
募
は
こ
ち
ら

で
も
可
能
で
す

恵庭市恵み野
西1丁目7-3 おれんぢ喫茶俺ん家

期　間▶長期
時　間▶ （平日）17:00～21:30 

（土日） 10:30～16:00、16:00～21:00 
※残業なし

勤　務▶ 週2～3日 ※火曜定休
給　与▶時給920円～   
待　遇▶店内禁煙

まずはお気軽にお電話ください。 36-3016

ホールスタッフ募集!!
洗い物等の簡単なキッチン業務もあり!

学生歓迎! 高校生も応募可! テスト休みも 
取得可能

お近くに
お住まいの方
歓迎!!

恵庭 ア ホール

《共通項目》　期　間▶雇用期間の定めなし

友達・ご夫婦で
働きませんか！

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

◆施設警備員　（正社員）◆清掃スタッフ　（契約社員・パート）
仕　事▶新築・中古住宅・アパートの清掃
給　与▶ 〈契約社員〉月給146,300円～ 

〈パート〉時給950円
資　格▶未経験者歓迎、車通勤可能な方
時　間▶ 8:00～17:00 

6h以上で休憩1h、残業なし 
〈契約社員〉フルタイムで働ける方 
〈パート〉5時間程度で週3日以上働ける方

勤　務▶月～土　※要相談
勤務先▶千歳・恵庭・苫小牧近郊
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、 

交通規定支給、敷地内禁煙

仕　事▶ 施設入退場時の車両、人の入構許可証の確認 
及び発行手続き等

給　与▶ 月収161,500円（2級資格者170h勤務の場合） 
資格手当別途支給:施設 2級/月5,000円、 

1級/月8,000円
　　　　 ※月収例は一例であり、保証するものではありません
資　格▶ 車通勤可能な方、定年者も歓迎　 

※施設警備2級を取得して頂き正社員登用となります。
時　間▶ 0:00～24:00（1日4交代）
勤　務▶シフト制　※年中無休
勤務先▶新千歳空港貨物ターミナル（入退場警備）
待　遇▶ 社保完備、雇用保険、有給休暇制度、交通費規定支

給、制服貸与、受動喫煙対策有

0123-24-0800 担当/高倉

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

千歳・恵庭・他 契 パ 清掃正 施設警備

期　間▶ 即日～長期
時　間▶ 5:00～20:00の間で4～8h、残業なし 

※8h以上勤務で休憩1h
給　与▶時給1,011円～
休　日▶シフト制（週3日勤務～応相談）
勤務先▶千歳市

期　間▶即日～12月末まで（延長の可能性有）
時　間▶ ①9:00～13:00　②13:30～18:00 

③18:00～22:00　④22:00～翌3:00 
⑤18:00～翌3:00　 
※希望の時間帯で勤務可能、残業なし 
※6h以上勤務で休憩45分、8h以上勤務で休憩1h

給　与▶ 時給1,100円～　※22時以降時給1,375円
休　日▶ 土日　　勤務先▶恵庭市

恵庭市民会館　小会議室場所お仕事登録会
相談＆ 開催 11/22　 9:00～12:00開催日時 火

期　間▶即日～長期
時　間▶  ①7:30～16:30　②5:00～14:00 

③12:00～21:00　④16:00～21:00 
⑤9:00～18:00 
※希望の勤務時間で就業可能、残業なし 
※6h以上勤務で休憩45分、 
　8h以上勤務で休憩1h

給　与▶時給983円～ 
休　日▶シフト制（週3日勤務～相談可能） 
勤務先▶恵庭市

期　間▶ 即日～長期
時　間▶ 5:00～23:00内のシフト勤務、残業なし 

※6h以上勤務で休憩45分、 
　8h以上勤務で休憩1h

給　与▶時給1,011～1,200円
休　日▶シフト制（週3日勤務～応相談）
勤務先▶千歳市

勤務日数相談可

勤務の相談可能

選べる勤務時間

期　間▶即日～長期
時　間▶  ①8:00～17:00　②10:00～19:00 

※休憩1h、残業なし
給　与▶ 時給1,100円～
休　日▶土日　　勤務先▶千歳市 24時間受付OK！お気軽にお電話ください。

0120-172-642
㈱アスクゲートノース 千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F

当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587

待　遇▶受動喫煙対策有、各社保完備
《共通項目》

千歳・恵庭 派 包装、検品、箱詰め、製造、空港スタッフ


