
平成30年　センター求人

更新日 求人番号 職　　種 雇用形態 給与 ～ 給与2 年齢 就業場所 資　格 勤務時間 加入保険 経験・備考

H30・1/15 №29-133 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 就業時間　8:00～12:00 労災
不問・休日（月・火・水・木・金）
　　　　　　　（土日のみの勤務）

H30・1/12 №29-132 介護職員 一般 ¥154,100 ～ ¥154,100 不問 室蘭市 不問(介護福祉士あれば尚可） 就業時間　8:45～17:30 雇用・労災・厚生・健康 不問・年休（採用時12日付与）

H30・1/12 №29-131 給食調理人 パート ¥900 ～ ¥900 不問 登別市 不問 就業時間　①　17:00～19:30 労災 不問・休日　他

H30・1/12 №29-130 給食調理人 パート ¥830 ～ ¥830 不問 登別市 不問 就業時間　①　14:00～18:00 雇用・労災 不問・休日　他

H30・1/12 №29-129 給食調理人 一般 ¥148,180 ～ ¥164,432 不問 登別市 不問
就業時間　①　6:00～14:30
                 ②　8:30～17:00
                 ③　11:00～19:30

雇用・労災・厚生・健康
時間外　月平均1時間
休憩時間　90分

H29・12/19 №29-128 清掃員 一般 ¥129,276 ～ ¥129,276 不問 室蘭市 不問
就業時間　①　7:30～15:45
               ②　8:00～16:15

雇用・労災・厚生・健康
送迎バスがあります
休日　会社カレンダー（４週７休）

H29・12/15 №29-127 給食調理人 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 登別市 不問 就業時間　①　6:00～8:30 労災 不問

H29・12/15 №29-126 給食調理人 パート ¥830 ～ ¥830 不問 登別市 不問 就業時間　①　13:30～19:30 労災 不問

H29・12/15 №29-125 事務員 一般 ¥156,000 ～ ¥156,000 不問 登別市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

就業時間　①　8:30～17:20 雇用・労災・厚生・健康
ﾊﾟｿｺﾝ操作できる方
（ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ）

H29・12/15 №29-124 看護助手 一般 ¥148,160 ～ ¥167,000 不問 登別市 不問
就業時間　①　8:30～16:45
　　　　　　　②　16:30～9:00

雇用・労災・厚生・健康 不問

H29・12/13 №29-123 洗車場管理スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 登別市
危険物乙種４類お持ちの方歓迎
要普通免許

就業時間　①　7:30～16:30
　　　　　　　　②　12:00～21:00

雇用・労災・厚生・健康 不問

H29・12/13 №29-122 店舗オペレーション パート ¥810 ～ ¥810 不問 登別市
危険物乙種４類お持ちの方歓迎
要普通免許

就業時間　①　9:00～18:00　②　7:00～16:00
                 ③　14:00～23:00　④　22:00～翌8:00

雇用・労災・厚生・健康 不問

H29・12/12 №29-121 支援員 パート ¥847 ～ ¥847 不問 室蘭市 不問
就業時間　①　8:30～12:30
　　　　　　　②　10:00～14:00

雇用・労災 不問(実務経験あれば尚可）

H29・12/11 №29-120 清掃スタッフ パート ¥815 ～ ¥815 不問 室蘭市 不問
就業時間　①　8:45～17:00　②　8:45～12:30
                 ③　7:30～11:30　④　7:30～09:30
                 ⑤　14:00～16:00

雇用・労災 不問

H29・12/7 №29-119 管理栄養士 一般 ¥190,000 ～ ¥250,000 不問 登別市 管理栄養士 就業時間　8:30～17:30 雇用・労災・厚生・健康
ﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方
（ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ）

H29・12/7 №29-118 看護職 一般 ¥218,100 ～ ¥263,600 不問 登別市 看護師 就業時間　7:30～18:30の間の8時間 雇用・労災・厚生・健康 機能訓練の経験がある方

H29・12/6 №29-117 指導員代務 パート ¥810 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問 就業時間　8:00～18:30の間の4時間以上 雇用・労災 不問

H29・12/6 №29-116 指導員代務 パート ¥810 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問 就業時間　8:00～18:30の間の4時間以上 雇用・労災 不問

H29・12/6 №29-115 清掃員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 18歳以上 登別市 不問 就業時間　23:00～00:00 労災 不問

H29・12/1 №29-114 調理補助 一般 ¥154,800 ～ ¥154,800 不問 登別市 不問
就業時間　①　5:30～14:30
　　　　　　　②　10:30～20:00

雇用・労災・厚生・健康 不問
(給食調理または調理補助経験者優遇）

H29・11/27 №29-113 介護職員 一般 ¥152,290 ～ ¥152,290 不問 室蘭市 不問 就業時間　8:45～17:30 雇用・労災・厚生・健康 不問

H29・11/17 №29-112 管理人 一般 ¥300,000 ～ ¥300,000 40～60歳 登別市 不問 就業時間　6:00～23:00 無
心身共に健康であり、寮生と良好な関係
を築ける方

H29・11/16 №29-111 介護職 一般 ¥183,000 ～ ¥230,000 45歳以下 登別市
普通運転免許（AT限定可）
介護福祉士

変形　6:00～22:00の8時間 雇用・労災・厚生・健康 退職金制度あり

H29・11/16 №29-110 介護職 一般 ¥157,600 ～ ¥174,800 不問 登別市 不問 変形　6:00～22:00の8時間 雇用・労災・厚生・健康 経験者優遇致します

H29・11/15 №29-109 院内保育託児員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 登別市 不問
就業時間　①　7:45～17:30   ②　9:00～13:30
　　　　　　　③　11:00～14:30

労災 不問

H29・11/15 №29-108 クリーンスタッフ パート ¥880 ～ ¥880 18歳以上 室蘭市
普通自動車免許
（AT限定可：通勤用）

就業時間　①　00:00～2:00 労災 不問

H29・9/28 №29-107 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問
就業時間　①　8:00～12:00
　　　　　　　②　9:00～16:00

労災 不問
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H29・9/28 №29-106 清掃員 パート ¥825 ～ ¥825 不問 室蘭市 不問
就業時間　①　7:00～8:30
　　　　　　　②　6:45～8:30

労災 不問

H29・9/28 №29-105 調理員（朝食） パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問
就業時間　6:00～9:00
休日 他(シフト勤務表による)

労災 不問

H29・9/28 №29-104 調理員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 室蘭市 不問
就業時間　6:00～18:30の間の8時間程度
休日 他（シフト勤務表による）

雇用・労災・厚生・健康 不問・制服の貸与あります

H29・8/28 №29-103 注文請・洗い場 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問
就業時間　10:30～13:30
水曜日のみ勤務

無

H29・8/7 №29-102 機能訓練指導員 パート ¥1,500 ～ ¥1,500 不問 室蘭市
看護師、理学療法士、作業療法
士、柔道整復師のいずれか

就業時間　9:30～11:30
休日　土日他
その他の休日は事業所カレンダーによる

労災 不問

H29・7/27 №29-100 事務員 一般 ¥135,400 ～ ¥135,400 不問 室蘭市
普通運転免許（AT限定可・通
勤・業務に使用）

就業時間　8:45～17:30
休日　土日祝他　時間外あり　月平均10時間
休憩時間45分

雇用・労災・厚生・健康・
財形・退職金共済・退職金制度
あり（勤続1年以上）

事務実務経験者
基本的なパソコン操作できる方
（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）

H29・7/21 №29-98 クリーンスタッフ パート ¥800 ～ ¥800 18歳以上 室蘭市
普通運転免許
（限定可・通勤用）

就業時間　００:００～０２:００　休日　他
会社カレンダーシフト制

労災 不問

H29・7/21 №29-97 清掃員 パート ¥960 ～ ¥960 18歳以上 登別市 不問
就業時間　２３:００～００:００　休日　他
会社カレンダーシフト制

労災 不問

H29・7/21 №29-96 指導員代務 パート ¥800 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問
就業時間　８:００～１８:３０の間の４時間以上
休日　日祝他　時間外　月平均5時間

雇用・労災 不問

H29・7/21 №29-95 クリーンスタッフ パート ¥786 ～ ¥786 不問 室蘭市 不問
就業時間　８:00～1０:00
休日　土日祝他

労災 不問

H29・7/3 №29-94 就業相談員 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 不問 室蘭市
普通運転免許（AT限定可・業務に
使用）

9：00～17：00　時間外 有 月平均 6時間
休日　土・日・祝

雇用・労災・厚生・健康
相談業務経験があれば尚可・パソコン（ワード・エクセル）
操作・普通自動車免許（業務に使用・AT限定可）

H29・6/29 №29-93 生活相談員（準職員） 一般 ¥154,000 ～ ¥171,940 不問 室蘭市
社会福祉主事（社会福祉士尚可）
運転免許（AT限定可・業務に使用）

就業時間８：45～１７：３0
変則週休2日

雇用・厚生・健康 ３年位勤務経験の方希望

H29・5/30 №29-90 キャディ 一般 ¥200,754 ～ ¥200,754 59歳以下 静岡県袋井市
普通自動車免許
（通勤用）

就業時間　①7：30～16：20　②8：30～16：
20 休日4週6休制　交代制

雇用・労災・厚生・健康・財形・退
職金制度あり（勤続2年以上） 不問

H29・4/10 №29-89
うずら飼育・生産・
加工・販売

パート ¥768 ～ ¥768 不問 室蘭市 不問 就業時間８：００～１７：３０ 雇用・労災・厚生・健康 不問

H29・3/24 №28-88 生花販売員 パート ¥786 ～ ¥768 不問 室蘭市 不問
就業時間　①9:00～18:00 週３日位
休日　週休２日シフト制

雇用・労災 土・日・祝日勤務可能な方を希望

H29・3/15 №28-87 厨房 パート ¥800 ～ ¥800 不問 室蘭市 不問
就業時間　①16:00～23:00　②16:00～21:00　③18：
00～23：00
休日　シフト制

雇用・労災 不問・土・日手当て　時給50円ＵＰ

H29・2/22 №28-86 飲食店ﾎｰﾙｽﾀｯﾌ パート ¥786 ～ ¥786 不問 室蘭市 不問
就業時間　①10:30～14:00　②17:00～20:00　③21：
00～24：00シフト制
休日　木曜日　及び平日１日

無 不問
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