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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 列1 経　験 列2

1月16日 01110-336981
職業指導員
生活支援員

一般 ¥144,000 ～ ¥179,500 64歳以下 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

1月16日 01110-305781 准看護師 一般 ¥155,500 ～ ¥215,500 59歳以下 岩見沢市 准看護師 不問

1月16日 01110-304481 看護師 一般 ¥204,300 ～ ¥264,300 59歳以下 岩見沢市 看護師 不問

1月16日 01110-242881 一般事務員 一般 ¥143,000 ～ ¥160,000 59歳以下 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

1月16日 01230-606881 正看護師・准看護師 一般 ¥171,000 ～ ¥268,000 59歳以下 岩見沢市
正看護師または准看護
師
普通運転免許

実務経験あれば尚可

1月16日 01230-602981 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

1月16日 01010-493981 訪問看護師 一般 ¥248,000 ～ ¥248,000 64歳以下 美唄市
看護師または保健師
普通運転免許（AT限定可）

看護師または保健師の
経験３年以上

1月16日 01010-409381
第３種臨時職員
(4ヵ月未満)

一般 ¥141,540 ～ ¥141,540 不問 岩見沢市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作可能者
（ｴｸｾﾙ・一太郎）

1月16日 01110-353481 事務補助員(4ヵ月以上) 一般 ¥134,000 ～ ¥134,000 不問 岩見沢市 不問 不問

1月16日 01110-333081 介護助手 一般 ¥144,000 ～ ¥157,500 59歳以下 岩見沢市
普通運転免許（AT限定可）
（必須）
介護福祉士あれば尚可

不問

1月16日 01110-332181 事務職員(4ヵ月以上) 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 岩見沢市
普通運転免許
（AT限定不可）

不問

1月16日 01110-321781
医師事務作業補助者
(4ヵ月未満)

一般 ¥133,500 ～ ¥150,000 不問 岩見沢市 不問 不問

1月16日 01230-713081 医療事務員(4ヵ月未満) 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 美唄市 不問 不問

1月16日 01251-77781 研究補助(4ヵ月以上) 一般 ¥141,540 ～ ¥141,540 不問 岩見沢市 不問 不問

1月16日 01251-76481 研究補助(4ヵ月以上) 一般 ¥141,540 ～ ¥141,540 不問 岩見沢市 不問 不問

1月16日 01010-514681 訪問看護師 パート ¥1,450 ～ ¥1,450 64歳以下 美唄市
看護師または保健師
普通運転免許（AT限定可）

看護師または保健師の
経験３年以上

1月16日 01010-512081 訪問看護師 パート ¥1,450 ～ ¥1,450 64歳以下 美唄市
看護師または保健師
普通運転免許（AT限定可）

看護師または保健師の
経験３年以上

1月16日 01110-326381 事務員(4ヵ月未満) パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩見沢市 不問 不問

1月16日 01230-609081 医療事務員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

1月16日 01240-450481
調理補助スタッフ
(4ヵ月以上)

パート ¥830 ～ ¥900 不問 岩見沢市 不問 不問

1月9日 01110-65781 コールスタッフ(4ヵ月未満) 一般 ¥126,280 ～ ¥184,800 不問 岩見沢市 不問 不問
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1月9日 01110-63581
看護実習指導教員
(4ヵ月未満)

一般 ¥258,120 ～ ¥286,800 不問 岩見沢市 看護師 看護師臨床経験５年以上

1月9日 01110-62981 看護教員 一般 ¥270,000 ～ ¥320,000 59歳以下 岩見沢市
看護師
看護教員養成講習会修了
者

不問

1月9日 01110-6018971
臨時事務員
(4ヵ月未満)

一般 ¥141,540 ～ ¥141,540 不問 美唄市 不問 不問

1月9日 01110-6013571 介護職員 一般 ¥144,560 ～ ¥170,910 64歳以下 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

1月9日 01110-5992271 介護職員 一般 ¥171,000 ～ ¥222,000 不問 美唄市 普通運転免許（AT限定可） 不問

1月9日 01110-225781 看護職員 一般 ¥169,900 ～ ¥194,900 64歳以下 美唄市 看護師又は准看護師 不問

1月9日 01110-204681 介護職員(4ヵ月未満) 一般 ¥131,500 ～ ¥135,800 不問 美唄市
介護福祉士
又はﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ２級以上

不問

1月9日 01110-188281 看護師・准看護師 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 岩見沢市 看護師又は准看護師 不問

1月9日 01110-185481 介護職員 一般 ¥142,000 ～ ¥142,000 不問 岩見沢市
普通運転免許（AT限定可）
介護福祉士あれば尚可

不問

1月9日 01110-181381 看護師・准看護師 一般 ¥163,800 ～ ¥293,500 59歳以下 美唄市
看護師又は准看護師
又は保健師

不問

1月9日 01110-172181 生活相談員 一般 ¥141,900 ～ ¥253,500 59歳以下 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

1月9日 01010-49229771
第１種臨時職員
(4ヵ月未満)

一般 ¥141,540 ～ ¥141,540 不問 岩見沢市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作可能者
（ｴｸｾﾙ・一太郎）

1月9日 01110-151581 美容師又はｱｼｽﾀﾝﾄ 一般 ¥140,940 ～ ¥170,000 不問 美唄市 不問 不問

1月9日 01110-124681
一般事務員
(4ヵ月未満)

一般 ¥124,740 ～ ¥154,000 不問 美唄市 不問 不問

1月9日 01010-271881
診療情報管理業務
(4ヵ月以上)

一般 ¥128,350 ～ ¥145,000 不問 岩見沢市 不問 不問

1月9日 01010-244581 入力業務(4ヵ月以上) 一般 ¥128,350 ～ ¥140,000 不問 岩見沢市 不問 不問

1月9日 01110-76181 コールスタッフ(4ヵ月未満) パート ¥820 ～ ¥1,200 不問 岩見沢市 不問 不問

1月9日 01110-6020671 介護員 パート ¥1,005 ～ ¥1,005 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

1月9日 01110-5996371 清掃員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 岩見沢市 不問 不問

1月9日 01110-5993971 介護職員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 美唄市 普通運転免許（AT限定可） 不問

1月9日 01110-34081 看護師・准看護師 パート ¥1,500 ～ ¥1,500 不問 美唄市 看護師又は准看護師免許 不問

1月9日 01110-222981
洗濯・清掃作業員
(4ヵ月未満)

パート ¥930 ～ ¥930 不問 美唄市 不問 不問
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1月9日 01110-221681 支援員(4ヵ月未満) パート ¥930 ～ ¥930 不問 美唄市 不問 不問

1月9日 01110-203381 看護師・准看護師 パート ¥1,300 ～ ¥1,800 不問 美唄市 看護師又は准看護師 不問

1月9日 01110-202081 介護員(4ヵ月未満) パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

1月9日 01110-200281 介護員(4ヵ月未満) パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩見沢市 不問 不問

1月9日 01110-194781
看護師・准看護師
(4ヵ月未満)

パート ¥1,250 ～ ¥1,250 不問 岩見沢市
看護師又は准看護師
又は保健師

不問

1月9日 01110-189181
看護師・准看護師
(4ヵ月未満)

パート ¥1,250 ～ ¥1,250 不問 美唄市
看護師又は准看護師
又は保健師

不問

1月9日 01110-174381 指導員(4ヵ月未満) パート ¥830 ～ ¥1,000 不問 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

1月9日 01110-171281 指導員(4ヵ月未満) パート ¥830 ～ ¥1,000 不問 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

1月9日 01110-167681 臨時看護師(4ヵ月以上) パート ¥1,370 ～ ¥1,370 不問 美唄市 看護師 不問

1月9日 01110-160481 ﾊﾟｿｺﾝ指導員(4ヵ月未満) パート ¥830 ～ ¥1,000 不問 岩見沢市 不問 不問

1月9日 01110-149081 支援員(4ヵ月未満) パート ¥930 ～ ¥930 不問 美唄市 普通運転免許（AT限定可） 不問

1月9日 01110-123381 訪問介護員 パート ¥1,100 ～ ¥1,750 不問 岩見沢市
普通運転免許（AT限定可）
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ２級
介護職員初任者研修修了以上

不問

1月9日 01110-106081 介護職員(4ヵ月以上) パート ¥850 ～ ¥850 不問 岩見沢市 不問 不問

1月9日 01010-292381 医療事務(4ヵ月以上) パート ¥1,000 ～ ¥1,300 不問 岩見沢市 不問 簡単なＰＣ操作が出来る方

1月9日 01010-253481 病院受付(4ヵ月以上) パート ¥830 ～ ¥860 不問 岩見沢市 不問 不問
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