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令和　２年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

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

5月6日 01232-893211 就労支援員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

5月6日 01232-862011 電話受付業務 一般 ¥126,000 ～ ¥126,000 不問 江別市 不問 不問

5月6日 01010-15456711 一般事務職 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

5月6日 01232-866111 事務・倉庫管理職 一般 ¥165,000 ～ ¥220,000 59歳以下 江別市 不問 不問

5月6日 01232-872611 一般事務員 一般 ¥160,600 ～ ¥183,600 69歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

5月6日 01232-882111 一般事務員 一般 ¥153,900 ～ ¥200,000 59歳以下 江別市 不問 不問

5月6日 01232-889311 事務職員 一般 ¥162,100 ～ ¥254,100 59歳以下 江別市 普通自動車免許 必須

5月6日 01232-863311 医療事務員 一般 ¥168,000 ～ ¥220,000 62歳以下 江別市 不問 不問

5月6日 01232-878511 牛削蹄補助 一般 ¥192,000 ～ ¥240,000 35歳以下 江別市 不問 不問

5月6日 01232-887411 清掃員 一般 ¥143,220 ～ ¥143,220 不問 江別市 不問 不問

5月6日 01232-871311 就労支援員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 江別市 普通自動車免許 必須

5月6日 01232-869211
ワクチン接種の
電話予約受付業務

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 江別市 不問 不問

5月6日 01232-864611 医療事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

5月6日 01010-14811011 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 江別市 不問 不問

5月6日 01010-15471111 調理員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

5月6日 01232-896011 清掃員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 江別市 不問 不問

5月6日 01240-8615511 施設内での配膳、食器洗浄等 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 64歳以下 江別市 不問 不問

4月21日 01232-832911 児童指導員 一般 ¥140,000 ～ ¥280,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

4月21日 01010-14107411 一般事務 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 69歳以下 江別市 不問 不問

4月21日 01232-824911 診療材料事務補助者 一般 ¥142,000 ～ ¥185,500 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

4月21日 01232-853411 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可
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4月21日 01232-844211 総務・経理事務員 一般 ¥178,000 ～ ¥240,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

4月21日 01010-14117311 定期巡回介護職員 一般 ¥149,000 ～ ¥215,000 69歳以下 江別市 不問 不問

4月21日 01232-854011 介護スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥175,000 61歳以下 江別市
普通運転免許、介護福祉士、ホームヘルパー
2級、介護職員初任者研修修了者

不問

4月21日 01232-855311 介護スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥175,000 61歳以下 江別市
普通運転免許、介護福祉士、ホームヘルパー
2級、介護職員初任者研修修了者

不問

4月21日 01232-852511 歯科助手 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 64歳以下 江別市 不問 不問

4月21日 01232-822311 ホールスタッフ 一般 ¥146,900 ～ ¥200,400 59歳以下 江別市 不問 不問

4月21日 01230-7012211 金網製造・組立 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 35歳以下 江別市 不問 不問

4月21日 01232-818711 食品製造スタッフ 一般 ¥161,000 ～ ¥191,000 40歳以下 江別市 不問 不問

4月21日 01232-831611 児童指導員補助 パート ¥900 ～ ¥1,200 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

4月21日 01232-825111 受付助手 パート ¥920 ～ ¥1,000 59歳以下 江別市 不問 不問

4月21日 01232-857911 介護スタッフ パート ¥890 ～ ¥890 61歳以下 江別市
普通運転免許、介護福祉士、ホームヘルパー
2級、介護職員初任者研修修了者

不問

4月21日 01232-858111 介護スタッフ パート ¥890 ～ ¥890 61歳以下 江別市
普通運転免許、介護福祉士、ホームヘルパー
2級、介護職員初任者研修修了者

不問

4月21日 01232-827811 歯科助手 パート ¥1,500 ～ ¥1,500 不問 江別市 不問 あれば尚可

4月21日 01232-843811 厨房スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

4月21日 01230-7334511 特養施設内の日常清掃スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

4月12日 01232-738711 事務員 一般 ¥150,400 ～ ¥176,800 35歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

4月12日 01232-813011 事務職員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

4月12日 01232-717311 総務・経理事務 一般 ¥166,000 ～ ¥220,000 35歳以下 江別市 不問 不問

4月12日 01232-809111 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥185,000 35歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

4月12日 01230-6306911 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

4月12日 01230-6327511 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、
介護福祉士

不問

4月12日 01232-706511 介護職 一般 ¥174,000 ～ ¥204,000 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、
介護福祉士

必須
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4月12日 01232-739811 介護職員 一般 ¥158,500 ～ ¥168,000 18歳～59歳 江別市
介護福祉士、ホームヘルパー2級、介護職員
初任者研修修了者

あれば尚可

4月12日 01232-755811 農場作業員 一般 ¥185,000 ～ ¥220,000 39歳以下 新篠津村 普通自動車免許 不問

4月12日 01232-687011 こんにゃく製造作業職 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

4月12日 01232-723511 犬舎内清掃 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

4月12日 01232-762711 生活支援員 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 江別市 介護福祉士 不問

4月12日 01240-7618911 調理スタッフ パート ¥880 ～ ¥880 不問 江別市 不問 不問

4月12日 01232-757511 農場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 新篠津村 不問 不問

4月12日 01232-726311 製造業務全般 パート ¥861 ～ ¥861 不問 江別市 不問 不問

4月1日 01010-11557111 衣料品・雑貨の販売 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 44歳以下 江別市 不問 不問

4月1日 15120-1231411 販売員 一般 ¥185,000 ～ ¥185,000 63歳以下 江別市 不問 不問

4月1日 01230-5754311 介護職員 一般 ¥137,000 ～ ¥150,000 18歳～59歳 江別市 不問 不問

4月1日 01232-651511 介護職員 一般 ¥180,500 ～ ¥271,100 18歳～59歳 江別市 介護福祉士 あれば尚可

4月1日 01232-652411 介護職員 一般 ¥173,500 ～ ¥264,100 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務
者研修修了者、介護福祉士

あれば尚可

4月1日 01240-6750711 施設警備員 一般 ¥184,616 ～ ¥184,616 18歳～64歳 江別市 不問 不問

4月1日 01232-643511 花苗生産・農産 一般 ¥183,000 ～ ¥250,000 40歳以下 新篠津村 普通自動車免許 不問

4月1日 01232-646311 支援員 パート ¥861 ～ ¥1,212 59歳以下 江別市
介護福祉士、ホームヘルパー2級、介護職員
初任者研修修了者

あれば尚可

4月1日 01232-672911 事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 新篠津村 不問 必須

4月1日 01010-11562311 衣料品・雑貨の販売 パート ¥1,000 ～ ¥1,300 不問 江別市 不問 不問

4月1日 01232-665111 給食配送員 パート ¥1,250 ～ ¥1,250 64歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

3月22日 01232-624811 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥195,000 59歳以下 江別市 不問 不問

3月22日 01040-3515211 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥250,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

3月22日 01250-1358211 一般事務員 一般 ¥135,000 ～ ¥152,000 不問 江別市 不問 不問
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3月22日 01230-4941811 花草類販売員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

3月22日 01010-9849611 デイサービス介護員 一般 ¥173,000 ～ ¥186,000 不問 江別市
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務
者
研修修了者、介護福祉士

不問

3月22日 01232-604611 職業指導員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 江別市 不問 不問

3月22日 01232-640711 事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 野幌町 不問 必須

3月22日 34020-1709011 一般事務 パート ¥950 ～ ¥950 不問 江別市 不問 不問

3月22日 01232-616811 医療事務 パート ¥920 ～ ¥920 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

3月22日 01232-609211 家事代行 パート ¥890 ～ ¥890 不問 江別市 不問 不問

3月22日 01010-9944611 介護職員 パート ¥930 ～ ¥980 不問 江別市
介護職員初任者研修修了者、
ホームヘルパー2級

不問

3月22日 01232-602011 歯科助手 パート ¥870 ～ ¥1,207 59歳以下 江別市 不問 不問

3月22日 01232-623711 調理員 パート ¥972 ～ ¥972 不問 江別市 不問 不問

3月22日 01010-10400111 ホールスタッフ パート ¥870 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

3月22日 01232-603311 歯科医院クリーンアップ パート ¥870 ～ ¥1,000 59歳以下 江別市 不問 不問

3月11日 01232-586911 生活支援員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 18歳～64歳 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

3月11日 01232-594911 総務・経理事務員 一般 ¥158,500 ～ ¥177,800 69歳以下 江別市 簿記3級以上あれば尚可 不問

3月11日 01232-581511 診療材料事務補助 一般 ¥142,000 ～ ¥185,500 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

3月11日 01232-543911 調剤事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 39歳以下 江別市 不問 不問

3月11日 01232-562811 医療事務 一般 ¥143,100 ～ ¥180,500 59歳以下 江別市 不問 必須

3月11日 01250-1184911 営業事務及び送迎業務 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

3月11日 01030-3308211 営業スタッフ 一般 ¥192,000 ～ ¥327,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

3月11日 01240-4831611 販売員 一般 ¥165,000 ～ ¥239,000 59歳以下 江別市 不問 必須

3月11日 01232-532011 不動産管理スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

3月11日 01232-533311 賃貸仲介営業 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 38歳以下 江別市 普通自動車免許 不問
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3月11日 01232-512711 営業 一般 ¥220,000 ～ ¥250,000 35歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

3月11日 01232-494411 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥232,000 18歳～64歳 新篠津村 不問 不問

3月11日 01232-504711 介護職員 一般 ¥173,500 ～ ¥240,300 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、介護職員実務者研修修了者

不問

3月11日 01232-540011 介護職員 一般 ¥158,000 ～ ¥205,000 18歳以上 江別市
普通自動車免許
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

不問

3月11日 01232-595111 訪問介護員及び住宅職員 一般 ¥175,000 ～ ¥198,000 18歳～69歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務
者研修修了者、介護福祉士

不問

3月11日 01232-599511 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 18歳～64歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務
者研修修了者、介護福祉士

あれば尚可

3月11日 01240-4539211 介護職員 一般 ¥143,500 ～ ¥249,500 64歳以下 江別市 不問 不問

3月11日 01240-4567311 介護職員 一般 ¥143,500 ～ ¥249,500 64歳以下 江別市 不問 不問

3月11日 01232-560111 看護補助者 一般 ¥147,000 ～ ¥181,700 18歳～59歳 江別市 不問 不問

3月11日 01050-1214311 店舗業務職 一般 ¥201,000 ～ ¥304,100 18歳～40歳 江別市 普通自動車免許 不問

3月11日 01232-496311 厨房調理員 一般 ¥152,190 ～ ¥160,160 64歳以下 江別市 不問 不問

3月11日 01240-4190911 調理員 一般 ¥200,000 ～ ¥230,000 59歳以下 新篠津村 不問 不問

3月11日 01084-292611 フロントスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 40歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

3月11日 01010-8154111 安全誘導スタッフ 一般 ¥155,700 ～ ¥173,000 18歳以上 江別市 不問 不問

3月11日 01232-600511 農業作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥250,000 64歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

3月11日 01232-498911 シート防水見習い 一般 ¥250,000 ～ ¥325,000 18歳～59歳 江別市 普通自動車免許 不問

3月11日 01080-606911 食肉加工スタッフ 一般 ¥220,000 ～ ¥280,000 35歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

3月11日 01232-590411 製造 一般 ¥152,000 ～ ¥228,900 18歳～30歳 江別市 不問 不問

3月11日 01232-520811 包装作業係・袋詰・箱詰 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 35歳以下 江別市 不問 不問

3月11日 01232-573511 グループホーム世話人 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 64歳以下 江別市
普通自動車免許
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

あれば尚可

3月11日 01232-584311 世話人 パート ¥861 ～ ¥1,000 64歳以下 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

3月11日 01232-539211 介護職員 パート ¥910 ～ ¥910 不問 江別市 不問 不問

5 ページ



提供：ハローワーク江別
　

令和　２年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

3月11日 01232-593611 訪問介護員及び住宅職員 パート ¥960 ～ ¥1,260 69歳以下 江別市
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務
者研修修了者、介護福祉士

不問

3月11日 01240-4566011 訪問介護員 パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 江別市
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者、介護福祉士

不問

3月11日 01232-495011
グループホーム調理専門スタッ
フ

パート ¥900 ～ ¥900 64歳以下 江別市
普通自動車免許
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

あれば尚可

3月11日 01232-565411 社員の昼食調理員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 江別市 不問 必須

3月11日 01084-293911 フロントスタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

3月11日 01232-500311 食肉加工員 パート ¥876 ～ ¥876 59歳以下 江別市 不問 不問

3月11日 01230-4776511 自動車の美装・搬送等スタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,200 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

3月1日 01230-3605511 一般事務 一般 ¥170,500 ～ ¥170,500 不問 江別市 不問 あれば尚可

3月1日 01232-472111 看護助手 一般 ¥36,955 ～ ¥136,955 不問 江別市 不問 あれば尚可

3月1日 01232-467211 調理員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 調理師 必須

3月1日 01232-484511 パン職人・補助 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

3月1日 01232-479311 医療事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 医療事務資格 必須

3月1日 21020-2159311 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

3月1日 21020-2160111 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

3月1日 13040-17418811 受付・査定 パート ¥950 ～ ¥1,200 不問 江別市 不問 不問

3月1日 01110-881811
キッチンカー焼き鳥販売スタッ
フ

パート ¥930 ～ ¥930 59歳以下 江別市 不問 不問

3月1日 01010-6987311 デイサービス介護員 パート ¥930 ～ ¥980 不問 江別市
介護職員初任者研修修了者、
介護職員実務者研修修了者・介護福祉士

不問

3月1日 01240-3997211 商品管理担当 パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

2月22日 01010-6055211 事務 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 江別市 普通自動車免許 必須

2月22日 01232-418211 事務職員 一般 ¥139,000 ～ ¥191,000 60歳以下 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

2月22日 01232-456111 医師事務作業補助者 一般 ¥143,100 ～ ¥180,500 59歳以下 江別市
ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認
定)

必須

2月22日 01232-458811 医療事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 59歳以下 江別市 不問 必須
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2月22日 01232-446611 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 59歳以下 江別市 不問 不問

2月22日 01010-6338411
市役所本庁総合案内業務・電
話交換業務

パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 あれば尚可

2月22日 01232-441211 介護スタッフ パート ¥861 ～ ¥900 59歳以下 江別市 不問 不問

2月22日 01232-457711 包装作業係・袋詰・箱詰 パート ¥865 ～ ¥865 不問 江別市 不問 不問

2月12日 01010-4036511 食品製造スタッフ 一般 ¥168,175 ～ ¥168,175 不問 江別市 不問 不問

2月12日 01010-4039311 介護スタッフ 一般 ¥173,600 ～ ¥173,600 不問 江別市 不問 介護実務経験半年以上

2月12日 01230-2014811 倉庫作業員 一般 ¥165,400 ～ ¥165,400 不問 江別市 不問 不問

2月12日 01230-2081211
携帯ショップの受付・事務スタッ
フ

一般 ¥163,400 ～ ¥243,400 61歳以下 江別市 不問
専用システムへの入力。タブレット端末の操
作
※入社後トレーニング有

2月12日 01232-236311 介護職員 一般 ¥148,000 ～ ¥178,000 不問 江別市 介護福祉士 介護経験あれば尚良い、あれば尚可

2月12日 01232-254911 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥176,000
18歳～
64歳

新篠津村
普通自動車免許
介護福祉士　尚可

不問

2月12日 01232-267511 介護職員 一般 ¥154,364 ～ ¥278,924
18歳～
64歳

江別市
介護福祉士、ﾎｰﾑヘルパ＾2級、
介護職員初任者研修修了者　のいずれか

不問

2月12日 01232-271111 介護職 一般 ¥178,770 ～ ¥209,850
18歳～
59歳

江別市
介護職員初任者研修修了者　尚可
ﾎｰﾑヘルパ＾－2級尚可、介護福祉士尚可

実務経験者

2月12日 01232-279611 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥185,000 18歳以上 江別市
普通自動車免許
介護職員初任者研修修了者ﾎｰﾑヘルパ＾2級
のいずれか

施設業務経験あれば尚可

2月12日 01232-287911 受付 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 59歳以下 江別市 不問 不問

2月12日 01232-291411 歯科助手 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 59歳以下 江別市 不問 不問

2月12日 01232-302811 事務 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 江別市 不問 Word・Excelの基本操作

2月12日 01232-303211 生産管理 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 ワード・エクセルできる方

2月12日 01010-4279211 介護スタッフ 一般 ¥173,600 ～ ¥208,320 不問 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

2月12日 01010-4376511 介護職員 一般 ¥173,000 ～ ¥174,000 不問 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

2月12日 01230-2253311 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,814 18歳以上 江別市 不問 不問

2月12日 01030-2254711 保険ショップスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 64歳以下 江別市 不問
パソコンスキル（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）初級レベル、
文字入力

2月12日 01232-366611 大学事務 一般 ¥132,000 ～ ¥132,000 不問 江別市 不問
パソコン（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ）
操作のできる方
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2月12日 01232-373311
図書館業務及びカウンター対
応

一般 ¥132,000 ～ ¥132,000 不問 江別市 司書　尚可 エクセルの使用経験がある方（簡単な数式操作）

2月12日 01232-387211 法律事務所事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 40歳以下 江別市 不問 ワード、エクセル、メール等のPCの基本操作

2月12日 01250-803111
清掃・消毒・温度測定・洗濯業
務

一般 ¥171,360 ～ ¥171,360 不問 江別市 不問 不問

2月12日 01232-402411 歯科助手 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 64歳以下 江別市 不問 不問

2月12日 01232-237611 介護職員 パート ¥861 ～ ¥950 60歳以下 江別市
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、
ホームヘルパー2級のいずれか

経験あれば尚良い

2月12日 01232-283411 厨房職員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

2月12日 01232-28811 歯科助手 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

2月12日 01232-353811 訪問介護 パート ¥1,010 ～ ¥1,110 不問 江別市
普通自動車免許
介護職員初任者研修修了者ﾎｰﾑヘルパ＾2級
のいずれか

不問

2月12日 01232-360811
ワクチン接種の
電話予約受付業務

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 江別市 不問 簡単なパソコン操作できる方

2月12日 01232-364011 医療事務 パート ¥974 ～ ¥1,215 不問 新篠津村 不問 ワード・エクセル基本操作

2月12日 01010-5349111 マンション管理員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 江別市 不問 不問

2月12日 01232-369711 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥950 不問 江別市 不問
実務経験1年以上、パソコン
（文字入力程度）基本操作

2月12日 01232-382611 高校事務室2 パート ¥880 ～ ¥880 不問 江別市 不問 パソコン（エクセル・ワード）操作のできるもの

2月12日 01232-383911
お客様相談日電話対応兼事
務スタッフ

パート ¥920 ～ ¥920 不問 江別市 不問 パソコンの文章等の入力

2月12日 01232-390611 事務補助員 パート ¥953 ～ ¥953 不問 江別市 不問 パソコン（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）の基本操作ができる方

2月12日 01230-399311 事務職員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 実務経験者、Word・Excelの基本操作

2月12日 13130-4017311 調理・接客 パート ¥950 ～ ¥950 不問 江別市 不問 飲食店経験者歓迎　あれば尚可

2月12日 01232-403011 生活支援員兼調理員」 パート ¥950 ～ ¥950 不問 江別市 不問
パソコンの文章等の入力基本操作、文字入
力
データ保存、Word、Excelの基本的なスキル

2月12日 01240-3210811
小規模多機能型居室介護事業
所の介護員

パート ¥1,200 ～ ¥1,500 不問 江別市 介護職員初任者研修（ヘルパー2級）以上　尚可 不問

2月12日 01232-408711 調理員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 江別市 普通自動車免許　尚可 不問

2月1日 01232-191111 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥249,000 18歳～64歳 新篠津村 普通自動車免許 あれば尚可

2月1日 01232-213711 児童指導員 一般 ¥165,300 ～ ¥180,300 不問 江別市 普通自動車免許 不問
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2月1日 01232-193811 地域おこし協力隊 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 新篠津村 普通自動車免許 不問

2月1日 01232-223211 事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 30歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

2月1日 01232-187511 医療事務員 一般 ¥127,800 ～ ¥142,000 不問 江別市 不問 あれば尚可

2月1日 01230-1771211 麺製品の製造作業 一般 ¥161,680 ～ ¥161,680 不問 江別市 不問 不問

2月1日 01040-1136711 販売員 一般 ¥155,000 ～ ¥190,000 35歳以下 江別市 普通自動車免許(通勤用) 不問

2月1日 01232-219311 製造業務全般 一般 ¥142,065 ～ ¥142,065 不問 江別市 不問 不問

2月1日 01232-215211 野菜製造加工業務 一般 ¥153,450 ～ ¥153,450 不問 江別市 不問 不問

2月1日 01010-3632011 用務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 江別市 不問 不問

2月1日 01232-201311 生活支援員 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 江別市 介護福祉士 不問

2月1日 01232-202611 生活支援員 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 江別市 介護福祉士 あれば尚可

2月1日 01232-214811 児童指導員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 江別市 普通自動車免許 必須

2月1日 01010-2825311 医療事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 あれば尚可

2月1日 01010-3249911 介護スタッフ(交代制) パート ¥1,050 ～ ¥1,250 不問 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

2月1日 01232-234411 介護職員 パート ¥950 ～ ¥1,300 不問 江別市
普通自動車免許、ホームヘルパー2級、介護
職員初任者研修修了者

不問

2月1日 01232-188411 屋内体育館施設管理 パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

2月1日 01232-217411 製造業務全般 パート ¥861 ～ ¥861 不問 江別市 不問 不問

1月21日 01232-147311 グループホームの世話人 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 64歳以下 江別市
普通自動車免許、ホームヘルパー2級、介護
職員初任者研修修了者

不問

1月21日 01232-169811 受付・医療事務 一般 ¥160,000 ～ ¥205,000 59歳以下 江別市 不問 不問

1月21日 01230-808811 大学内事務 一般 ¥178,250 ～ ¥178,250 不問 江別市 不問 あれば尚可

1月21日 01232-164311 事務 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 江別市 不問 不問

1月21日 01010-2281811 マンション通勤清掃員 一般 ¥123,500 ～ ¥123,500 不問 江別市 不問 不問

1月21日 01232-137411 犬舎内清掃 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問
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1月21日 01232-146011
グループホーム世話人・生活支
援員スタッフ

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市
普通自動車免許、ホームヘルパー2級、介護
職員初任者研修修了者

あれば尚可

1月21日 01230-1341611 クリーニング受付スタッフ パート ¥861 ～ ¥920 59歳以下 江別市 不問 不問

1月21日 27010-4257211 100円ショップの販売スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

1月21日 01232-175111 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

1月21日 01232-157611 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 江別市 不問 不問

1月12日 01232-16611 生産管理 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 1232-38511 児童指導員 一般 ¥165,300 ～ ¥180,300 不問 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 01232-40611 児童指導員 一般 ¥140,000 ～ ¥280,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 01232-99011 生活支援員 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 18歳以上 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 01232-123911 保育業務 一般 ¥160,500 ～ ¥186,000 64歳以下 江別市 保育士 不問

1月12日 01010-372211 集団指導の学習塾講師 一般 ¥195,000 ～ ¥225,000 35歳以下 江別市 不問 不問

1月12日 01232-11211 事務員 一般 ¥150,400 ～ ¥176,800 35歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 01232-94711 総務・経理事務 一般 ¥166,000 ～ ¥220,000 35歳以下 江別市 不問 不問

1月12日 01232-134811
ECサイト運営業務・自動車部品
ネット販売

一般 ¥187,000 ～ ¥300,000 35歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 01110-213511
商工会議所共済・福祉制度
推進スタッフ

一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 01230-342811 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、介護福祉士

不問

1月12日 01232-3811 介護職員 一般 ¥174,000 ～ ¥204,000 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、介護福祉士

必須

1月12日 01232-12511 介護職員 一般 ¥162,000 ～ ¥200,300 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、介護福祉士

あれば尚可

1月12日 01050-117211 店舗業務職 一般 ¥201,000 ～ ¥304,100 18歳～40歳 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 01230-384711 警備員 一般 ¥189,200 ～ ¥242,000 18歳～64歳 江別市 不問 不問

1月12日 01232-46511 農場作業員 一般 ¥185,000 ～ ¥220,000 39歳以下 新篠津村 普通自動車免許 不問

1月12日 01232-111411 農作業 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 新篠津村 普通自動車免許 不問
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1月12日 01240-669311 工場作業員 一般 ¥185,000 ～ ¥246,000 44歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 01232-2711 こんにゃく製造作業職 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

1月12日 01232-17911 食品製造スタッフ 一般 ¥161,000 ～ ¥191,000 40歳以下 江別市 不問 不問

1月12日 01232-95811 製造職 一般 ¥166,000 ～ ¥205,000 35歳以下 江別市 不問 不問

1月12日 01232-37211 児童指導員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 01232-41911 児童指導員補助 パート ¥900 ～ ¥1,200 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

1月12日 01232-29211 歯科助手 パート ¥950 ～ ¥1,100 64歳以下 江別市 不問 不問

1月12日 01010-190611 調理員 パート ¥900 ～ ¥900 62歳以下 江別市 不問 不問

1月12日 01232-47411 農場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 江別市 不問 不問

1月4日 01232-2318801 調剤事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 39歳以下 江別市 不問 不問

1月4日 01240-22894801 介護職員 一般 ¥176,000 ～ ¥196,000 64歳以下 江別市 不問 不問

1月4日 01240-22895201 介護職員 パート ¥950 ～ ¥1,050 64歳以下 江別市 普通免許、介護職員初任者研修修了者 不問

1月4日 01232-2312301 社員の昼食調理員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 江別市 不問 経験　必須

1月4日 01010-41864101 放課後児童指導員(補助） パート ¥865 ～ ¥875 不問 江別市 不問 経験　あれば尚可

12月21日 01232-2298501 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥232,000 18歳～64歳 新篠津村 不問 不問

12月21日 01232-2290301 介護助手 パート ¥890 ～ ¥950 不問 江別市 不問 あれば尚可

12月21日 01232-2306901 調理補助員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 江別市 不問 不問

12月11日 01232-2253401 一般事務員 一般 ¥153,900 ～ ¥200,000 59歳以下 江別市 不問 不問

12月11日 01232-2219101 医療事務 一般 ¥143,100 ～ ¥180,500 59歳以下 江別市 不問 必須

12月11日 01232-2203701 水道メーターの検針員 一般 ¥109,125 ～ ¥109,125 不問 江別市 普通自動車免許 不問

12月11日 01230-19819301 販売員 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 59歳以下 江別市 不問 不問

12月11日 01010-40188101 介護福祉士 一般 ¥193,000 ～ ¥196,000 不問 江別市 介護福祉士 あれば尚可
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12月11日 01230-19739301
サービス提供責任者・サービス
管理責任者

一般 ¥172,000 ～ ¥234,000 18歳～59歳 江別市 介護福祉士 必須

12月11日 01230-19745501 介護福祉士 一般 ¥172,000 ～ ¥229,000 18歳～59歳 江別市 介護福祉士 必須

12月11日 01230-19749901 介護員 一般 ¥155,000 ～ ¥164,000 18歳以上 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

12月11日 01230-19796301 介護スタッフ 一般 ¥198,600 ～ ¥253,600 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務
者研修修了者、介護福祉士

不問

12月11日 01232-2247801 通所介護職員 一般 ¥172,500 ～ ¥269,100 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

12月11日 01232-2248201 介護職員 一般 ¥180,500 ～ ¥271,100 18歳～59歳 江別市 介護福祉士 あれば尚可

12月11日 01232-2249501 介護職員 一般 ¥173,500 ～ ¥264,100 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務
者研修修了者、介護福祉士

あれば尚可

12月11日 01232-2200901 包装作業係・袋詰・箱詰 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 35歳以下 江別市 不問 不問

12月11日 01232-2211701 一般事務員 パート ¥865 ～ ¥865 59歳以下 江別市 不問 必須

12月11日 27010-59163001 100円ショップの販売スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

12月11日 01240-21671701 ホームヘルパー パート ¥1,260 ～ ¥1,710 不問
江別市、札
幌市

普通自動車免許、介護福祉士、介護職員基礎
研修修了者、介護職員実務者研修修了者

不問

12月11日 01232-2272201 調理員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 必須

12月11日 01010-39282401 調理補助 パート ¥925 ～ ¥925 18歳以上 江別市 不問 不問

12月11日 01232-2229701 製造補助 パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

12月11日 01232-2261401 選別作業員 パート ¥875 ～ ¥875 不問 江別市 不問 不問

12月1日 01232-2167701 就労支援スタッフ 一般 ¥145,125 ～ ¥148,350 59歳以下 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

12月1日 01232-2186201 総務 (総合職） 一般 ¥189,000 ～ ¥314,500 59歳以下 江別市 普通自動車免許 必須

12月1日 01232-2174101 求職配送員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 64歳以下 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

12月1日 01232-2166401 就労支援スタッフｑ販売員 パート ¥880 ～ ¥920 不問 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

12月1日 01240-20660101 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 江別市 不問 不問

12月1日 01240-20819301 訪問介護員 パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 江別市
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修了者,
介護福祉士

不問

12月1日 01010-38751001 厨房スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問
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11月24日 01232-2128501 事務職員 一般 ¥152,500 ～ ¥254,100 不問 江別市 普通自動車免許 必須

11月24日 01232-2137001 法律事務所事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 40歳以下 江別市 不問 不問

11月24日 01232-2138301 事務職員 一般 ¥183,200 ～ ¥239,400 不問 江別市 不問 必須

11月24日 01232-2126801 診療材料事務補助者 一般 ¥142,000 ～ ¥185,500 不問 江別市 不問 あれば尚可

11月24日 01232-2148901 医療事務員 一般 ¥129,800 ～ ¥165,200 59歳以下 江別市 不問 必須

11月24日 01232-2127201 経理事務員 一般 ¥152,500 ～ ¥230,300 不問 江別市 普通自動車免許 必須

11月24日 01030-14964701 保険ショップスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 64歳以下 江別市 不問 必須

11月24日 01010-37992201 冠婚葬祭の営業スタッフ 一般 ¥196,600 ～ ¥196,600 不問 江別市 不問 不問

11月24日 01230-18801101 介護従業者 一般 ¥148,700 ～ ¥161,700 18歳～59歳 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

11月24日 01230-18808301 介護従業者 一般 ¥148,700 ～ ¥161,700 18歳～59歳 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

11月24日 01232-2136501 製造職 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

11月24日 01232-2153001 一般事務および軽作業 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

11月24日 01232-2123101 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

11月24日 01232-2130901 事務補助員 パート ¥925 ～ ¥1,119 不問 江別市 不問 不問

11月24日 27010-55889501 100円ショップの販売員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 江別市 不問 不問

11月24日 01230-18999101 グループホーム内の世話人 パート ¥902 ～ ¥902 不問 江別市 不問 不問

11月24日 01230-19001501 有料老人ホームの世話人 パート ¥875 ～ ¥875 不問 江別市 不問 不問

11月24日 01230-19009801
有料老人ホームへの訪問介護
員

パート ¥875 ～ ¥1,050 不問 江別市 ホームヘルパー2級 不問

11月12日 01232-2016001 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥176,000 18歳～64歳 新篠津村 普通自動車免許、介護福祉士 不問

11月12日 01240-19340201 コールセンター業務 一般 ¥192,000 ～ ¥192,000 不問 江別市 不問 不問

11月12日 01232-2000601 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 江別市 普通自動車免許 必須

11月12日 01232-2099501 一般事務員 一般 ¥172,000 ～ ¥172,000 不問 江別市 不問 不問
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11月12日 01232-2101801 事務員 一般 ¥161,700 ～ ¥161,700 不問 江別市 普通自動車免許 必須

11月12日 01232-2022201 医師事務作業補助者 一般 ¥143,100 ～ ¥180,500 59歳以下 江別市
ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認
定)

必須

11月12日 01232-2108101 医療事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥214,000 不問 江別市 医療事務資格 あれば尚可

11月12日 01232-2097801 営業事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 江別市 不問 あれば尚可

11月12日 01030-1483901 保険ショップスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 64歳以下 江別市 不問 必須

11月12日 01030-14840801 保険ショップスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 64歳以下 江別市 不問 不問

11月12日 01030-14860001 保険ショップスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 64歳以下 江別市 不問 不問

11月12日 08040-19202201 モバイルプランナー 一般 ¥208,960 ～ ¥229,800 34歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

11月12日 01010-36850701 介護職員 一般 ¥173,000 ～ ¥174,000 不問 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

11月12日 01230-18318301 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市 不問 不問

11月12日 01232-1984001 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥185,000 不問 江別市
普通自動車免許、介護職員初任者研修修了
者、ホームヘルパー2級

あれば尚可

11月12日 01232-2085101 介護職 一般 ¥178,770 ～ ¥209,850 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、
介護福祉士

必須

11月12日 01232-2110201 介護職員 一般 ¥154,364 ～ ¥278,924 18歳～59歳 江別市
介護福祉士、ホームヘルパー2級、介護職員
初任者研修修了者

不問

11月12日 01232-2122901 介護職員 一般 ¥148,000 ～ ¥178,000 18歳以上 江別市 介護福祉士 あれば尚可

11月12日 01232-1999801 一般事務員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

11月12日 01232-2096701 営業事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 あれば尚可

11月12日 01232-2120301 介護職員 パート ¥861 ～ ¥950 不問 江別市
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、
ホームヘルパー2級

あれば尚可

11月12日 01232-2090001 訪問介護員 パート ¥1,010 ～ ¥1,110 不問 江別市
普通自動車免許、ホームヘルパー2級、介護
職員初任者研修修了者

不問

11月12日 01232-1988101 歯科助手 パート ¥950 ～ ¥1,200 不問 江別市 不問 不問

11月12日 01010-36805601 調理員 パート ¥900 ～ ¥900 62歳以下 江別市 不問 不問

11月12日 01232-2102201 ホールスタッフ パート ¥861 ～ ¥932 不問 江別市 不問 不問

11月12日 01232-2100701 保育補助 パート ¥950 ～ ¥950 不問 江別市 子育て支援員修了者(終了予定者含む) 不問
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11月2日 01232-1940501 法律事務所職員 一般 ¥170,000 ～ ¥180,000 40歳以下 江別市 不問 不問

11月2日 01010-35299301 医事業務(健診業務) 一般 ¥140,940 ～ ¥153,280 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01232-1952601 事務スタッフ 一般 ¥161,180 ～ ¥194,060 59歳以下 江別市 不問 必須

11月2日 01240-18416401 販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

11月2日 01232-1950001 ラーメン調理スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 不問 あれば尚可

11月2日 01230-17755901 麺製品の製造作業 一般 ¥121,824 ～ ¥121,824 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01230-17760301 麺製品の製造作業 一般 ¥142,128 ～ ¥162,432 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01230-17768501 麺製品の製造作業 一般 ¥162,432 ～ ¥162,432 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01232-1953901 生活支援員兼調理員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01232-1973801 歯科助手 パート ¥950 ～ ¥1,100 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01232-1937101 厨房内の調理スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01232-1948801 ラーメン調理補助 パート ¥950 ～ ¥980 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01232-1949201 ホール係 パート ¥950 ～ ¥980 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01232-1939701 農場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 新篠津村 不問 不問

11月2日 01230-17728001 麺製品の製造作業 パート ¥940 ～ ¥940 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01230-17734201 麺製品の製造作業 パート ¥940 ～ ¥940 不問 江別市 不問 不問

11月2日 01232-1968001 車内外清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 普通自動車免許、中型自動車免許 不問

10月21日 01232-1885501 児童指導員 一般 ¥140,000 ～ ¥280,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

10月21日 01232-1903101 職業指導員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 不問 必須

10月21日 01232-1895301 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 不問 江別市 不問 あれば尚可

10月21日 01232-1920401 医療事務員 一般 ¥190,000 ～ ¥220,000 不問 江別市 不問 あれば尚可

10月21日 01232-1884201 介護職 一般 ¥174,000 ～ ¥204,000 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、
介護福祉士

必須
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10月21日 01232-1888601 介護職員 一般 ¥185,000 ～ ¥275,000 不問 江別市
普通自動車免許、ホームヘルパー2級、ホーム
ヘルパー1級、介護職員初任者研修修了者

不問

10月21日 01232-1917001 介護職員 一般 ¥158,500 ～ ¥168,000 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、
介護福祉士

あれば尚可

10月21日 01010-34911301 調理員 一般 ¥175,000 ～ ¥205,000 62歳以下 江別市 不問 不問

10月21日 01232-1886001 児童指導員補助 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 江別市 普通自動車免許 不問

10月21日 01232-1914801 一般事務員 パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

10月21日 01230-16956501 クリーニング受付スタッフ パート ¥861 ～ ¥920 59歳以下 江別市 不問 不問

10月21日 01232-1925001 販売員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

10月21日 01251-1005201 生花店スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

10月21日 01232-1887301 介護職員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 江別市
普通自動車免許、ホームヘルパー2級、ホーム
ヘルパー1級、介護職員初任者研修修了者

不問

10月21日 01010-34930101 調理員 パート ¥900 ～ ¥900 62歳以下 江別市 不問 不問

10月21日 01010-34262701 青果の梱包スタッフ パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

10月12日 01232-1780001 相談員 一般 ¥148,500 ～ ¥215,600 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

10月12日 01232-1870601 生活相談員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

10月12日 01232-1722001 世話人 一般 ¥183,600 ～ ¥192,800 59歳以下 江別市 不問 不問

10月12日 01232-1783901 職業指導員 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

10月12日 01232-1785401 職業指導員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

10月12日 01232-1802001 児童指導員 一般 ¥165,300 ～ ¥165,300 不問 江別市 普通自動車免許 必須

10月12日 01232-1755001 児童指導員 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 不問 必須

10月12日 01232-1779201 事務員 一般 ¥150,400 ～ ¥176,800 35歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

10月12日 01232-1729801 総務・経理事務 一般 ¥166,000 ～ ¥220,000 35歳以下 江別市 不問 不問

10月12日 01232-1854901 経理・一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

10月12日 01232-1758901 医療事務員 一般 ¥168,000 ～ ¥220,000 不問 江別市 不問 不問
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10月12日 01232-1840801 事務スタッフ 一般 ¥160,300 ～ ¥193,000 59歳以下 江別市 不問 必須

10月12日 01010-33493101 auショップスタッフ 一般 ¥183,266 ～ ¥217,722 35歳以下 江別市 不問 不問

10月12日 01240-16777901 ガーデンセンター販売員 一般 ¥165,000 ～ ¥239,000 59歳以下 江別市 不問 必須

10月12日 01230-16379101 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、
介護福祉士

不問

10月12日 01230-16409901 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

10月12日 01232-1743701 ケアワーカー 一般 ¥168,000 ～ ¥193,000 18歳以上 江別市 介護福祉士 不問

10月12日 01232-1860001 介護アシスタント 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 18歳以上 江別市 不問 不問

10月12日 01232-1872101 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 不問 江別市 不問 不問

10月12日 01232-1873401 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 18歳以上 江別市 不問 不問

10月12日 01232-1874701 介護従業者 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 18歳以上 江別市 不問 不問

10月12日 01232-1709901 こんにゃく製造作業職 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

10月12日 01232-1843001 食品製造スタッフ 一般 ¥161,000 ～ ¥191,000 40歳以下 江別市 不問 不問

10月12日 01232-1730301 製造職 一般 ¥166,000 ～ ¥205,000 35歳以下 江別市 不問 不問

10月12日 40180-13346901
斎場でのギフト商品の受渡業
務

パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 普通自動車免許 不問

10月12日 01232-1719401 一般事務員 パート ¥1,300 ～ ¥1,300 不問 江別市 普通自動車免許 不問

10月12日 01232-1879301 受付・一般事務・経理スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 あれば尚可

10月12日 01232-1849701 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 医療事務資格あれば尚可 必須

10月12日 01232-1761201 保育士補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

10月12日 01232-1756301 豆腐製造補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 江別市 不問 不問

10月12日 01232-1793401 脳神経外科のリハビリー補助 パート ¥870 ～ ¥950 不問 江別市 不問 不問

10月1日 01232-1688401 医療事務 一般 ¥143,100 ～ ¥180,500 59歳以下 江別市 不問 必須

10月1日 01232-1703801 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,000 18歳以上 江別市 不問 不問
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9月23日 01240-15925601 フロントスタッフ 一般 ¥175,000 ～ ¥210,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

9月23日 01232-1654401 医療事務員 一般 ¥168,000 ～ ¥220,000 不問 江別市 不問 不問

9月23日 01232-1658501 一般経理事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥200,000 40歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

9月23日 01250-4225401 営業事務及び送迎業務 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

9月23日 01232-1657201 不動産営業員 一般 ¥192,000 ～ ¥412,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

9月23日 01232-1655701 ディサービス介護職員 一般 ¥201,400 ～ ¥236,500 不問 江別市
普通自動車免許
介護福祉士

不問

9月23日 01232-1670401 介護職員 一般 ¥176,500 ～ ¥271,100 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務
者研修修了者、介護福祉士

あれば尚可

9月23日 01232-1673201 通所介護職員 一般 ¥172,500 ～ ¥269,100 不問 江別市 普通自動車免許 不問

9月23日 01232-1651601 洋菓子製造ラインスタッフ 一般 ¥192,080 ～ ¥232,040 40歳以下 江別市 不問 不問

9月23日 01232-1675001 犬舎内清掃 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

9月23日 01232-1666501 支援員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 江別市
普通自動車免許、介護福祉士、ホームヘル
パー2級、介護職員初任者研修修了者

あれば尚可

9月23日 01240-16158801 家庭教師 パート ¥1,500 ～ ¥3,000 64歳以下 江別市 不問 不問

9月23日 01240-15930501 フロントスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

9月23日 01232-1667001 一般事務員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 江別市 不問 必須

9月23日 01232-1653101 医療事務員 パート ¥920 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

9月23日 01232-1660901 厨房職員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

9月23日 01232-1661101 歯科医院クリーンアップ パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

9月23日 01232-1674501 犬舎内清掃 パート ¥861 ～ ¥861 60歳以上 江別市 不問 不問

9月11日 01232-1575701 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥249,000 18歳以上 新篠津村 普通自動車免許 あれば尚可

9月11日 01232-1639401 グループホームの世話人 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 江別市
普通自動車免許、ホームヘルパー2級、介護
職員初任者研修修了者

不問

9月11日 01010-30459201 個別指導の学習塾講師 一般 ¥195,000 ～ ¥225,000 35歳以下 江別市 不問 不問

9月11日 01030-11491801 事務員 一般 ¥125,370 ～ ¥125,370 不問 江別市 普通自動車免許 不問
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9月11日 01232-1559401 事務・業務補助員 一般 ¥113,109 ～ ¥123,948 不問 江別市
配置先で外勤の可能性があり、普免あれば尚
可

不問

9月11日 01010-29534901 医事業務 一般 ¥140,940 ～ ¥151,280 59歳以下 江別市 医療事務資格 あれば尚可

9月11日 13040-80737001 フロント職 一般 ¥223,020 ～ ¥247,790 59歳以下 江別市 普通自動車免許、中型自動車免許 不問

9月11日 01010-29704101 介護員 一般 ¥182,000 ～ ¥216,000 59歳以下 江別市 介護職員実務者研修修了者 不問

9月11日 01230-14302101 介護福祉士 一般 ¥172,000 ～ ¥229,000 18歳～59歳 江別市 介護福祉士 不問

9月11日 01230-14303401 介護員 一般 ¥155,000 ～ ¥164,000 18歳以上 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

9月11日 01230-14413301 介護職員 一般 ¥137,000 ～ ¥150,000 18歳～59歳 江別市 不問 不問

9月11日 01232-1571601 介護福祉士 一般 ¥179,360 ～ ¥253,000 59歳以下 江別市 介護福祉士 必須

9月11日 01232-1572901 介護職員 一般 ¥154,364 ～ ¥278,924 59歳以下 江別市
介護福祉士、ホームヘルパー2級、介護職員
初任者研修修了者

不問

9月11日 01232-1632201 介護職員 一般 ¥189,500 ～ ¥220,000 18歳以上 江別市 介護福祉士 不問

9月11日 01232-1633501 介護職員 一般 ¥164,660 ～ ¥184,160 18歳以上 江別市
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者

不問

9月11日 01232-1561501 納豆製造職 一般 ¥157,520 ～ ¥157,520 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

9月11日 01232-1589601 包装作業係・袋詰・箱詰 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 35歳以下 江別市 不問 不問

9月11日 01232-1640201 グループホームの世話人 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者

不問

9月11日 01232-1641501 グループホームの世話人 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者

不問

9月11日 01232-1616201 ロビーアテンダント パート ¥880 ～ ¥880 不問 江別市 不問 あれば尚可

9月11日 01232-1648701 銀行業務事務全般 パート ¥880 ～ ¥910 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01232-1614701 販売員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01232-1642001 歯科助手 パート ¥870 ～ ¥1,000 59歳以下 江別市 不問 不問

9月11日 01010-29185701 調理補助 パート ¥925 ～ ¥925 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01232-1602601 製造補助 パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01232-1603901 美装スタッフ パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

19 ページ



提供：ハローワーク江別
　

令和　２年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

9月1日 01232-1542701 サービス管理責任者 一般 ¥183,000 ～ ¥183,000 不問 江別市
普通自動車免許、介護福祉士、ホームヘル
パー2級、介護職員基礎研修修了者

不問

9月1日 01232-1551801 整理作業員 一般 ¥150,381 ～ ¥150,381 不問 江別市 不問 不問

9月1日 01232-1550701 事務補助員 一般 ¥150,381 ～ ¥150,381 不問 江別市 不問 不問

9月1日 01232-1537501 医療事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥214,000 不問 江別市 医療事務資格 あれば尚可

9月1日 01232-1558101 看護助手 一般 ¥142,065 ～ ¥156,750 不問 江別市 不問 不問

9月1日 01010-27863601 マンション通勤清掃員 一般 ¥123,500 ～ ¥123,500 不問 江別市 不問 不問

9月1日 01232-1540101 職業指導員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 江別市 普通自動車免許 不問

9月1日 01030-11175701 事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 普通自動車免許 不問

9月1日 01010-27884701 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 江別市 不問 不問

9月1日 27010-40963601 100円ショップの販売スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

9月1日 01232-1543801 訪問介護員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 江別市
普通自動車免許、介護職員初任者研修修了
者、ホームヘルパー2級

あれば尚可

9月1日 01010-28293301 調理員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 あれば尚可

8月21日 01232-1517701 入浴介助員 パート ¥950 ～ ¥950 59歳以下 江別市 不問 不問

8月21日 01232-1506901 医事課職員 一般 ¥157,500 ～ ¥237,300 不問 江別市 普通自動車免許 経験　あれば尚可

8月21日 01230-13322301 介護従業者 一般 ¥144,700 ～ ¥171,700
18歳～
59歳

江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

8月21日 01240-14212801 介護職員 一般 ¥143,500 ～ ¥249,500 64歳以下 江別市
普通自動車免許、介護福祉士
介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー2級

不問

8月21日 01232-1532101 洗浄作業員 一般 ¥123,123 ～ ¥123,123 60歳以上 江別市 不問 不問

8月21日 01232-1529501 江別本社商品仕分け 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

8月21日 01232-1530601 江別商品仕分け 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

8月11日 01232-1420801 生産管理 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

8月11日 01010-25781301 医事業務 一般 ¥140,940 ～ ¥153,280 59歳以下 江別市 不問 経験　あれば尚可

8月11日 01030-10709101 保険ショップスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 64歳以下 江別市 不問 経験　必須
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8月11日 01230-12505001
アクセサリー等の
接客販売スタッフ

一般 ¥149,250 ～ ¥149,250 35歳以下 江別市 不問 不問

8月11日 01240-13450601 ペット売り場販売員 一般 ¥165,000 ～ ¥239,000 59歳以下 江別市 不問 経験　あれば尚可

8月11日 01230-12855601 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市 不問 不問

8月11日 01232-1381901 介護職 一般 ¥174,000 ～ ¥204,000
18歳～
59歳

江別市
介護職員初任者研修修了者、
ホームヘルパー2級、介護福祉士

経験　必須

8月11日 01232-1396001 看護補助者 一般 ¥158,000 ～ ¥195,250 18歳以上 江別市 不問 不問

8月11日 01232-1438801 看護助手 一般 ¥134,038 ～ ¥141,174 不問 江別市 不問 経験　あれば尚可

8月11日 01232-1412801 受付 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 不問 不問

8月11日 01232-1414501 歯科助手 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 不問 不問

8月11日 01232-140 工場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 64歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

8月11日 01232-1421201 軽作業員 一般 ¥198,000 ～ ¥242,000 不問 江別市 普通自動車免許 経験　あれば尚可

8月11日 01240-13878001 物流センター庫内作業 一般 ¥189,100 ～ ¥205,500 40歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

8月11日 01232-138801 事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 経験　あれば尚可

8月11日 01232-1408301 乳製品販売員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 江別市 不問 不問

8月11日 01232-1490301 厨房内の調理スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 江別市 不問 不問

8月11日 01232-1409601 菓子製造員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 江別市 不問 不問

8月3日 01232-1378201 相談員 一般 ¥148,500 ～ ¥215,600 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

8月3日 01232-1348901 事務職員 一般 ¥186,000 ～ ¥290,177 34歳以下 江別市 不問 不問

8月3日 01232-1335201 医療事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 不問 江別市 医療事務資格 不問

8月3日 01232-1372601 病院事務職 一般 ¥214,800 ～ ¥319,000
29歳～
44歳

江別市 求人に関する特記事項参照 経験　必須

8月3日 01240-12981301
スパーﾏｰｹｯﾄ
生鮮部門担当者

一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 59歳以下 札幌市 普通自動車免許 経験　必須

8月3日 01232-1350801 介護アシスタント 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 18歳以上 江別市 不問 不問

8月3日 01232-1377801 事務員 一般 ¥150,400 ～ ¥176,800 35歳以下 江別市 普通自動車免許 不問
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8月3日 01232-1380601 介護職員 一般 ¥151,700 ～ ¥218,700
18歳～
64歳

江別市
介護職員初任者研修修了者
介護福祉士

経験　あれば尚可

8月3日 01232-1354301 製造スタッフ 一般 ¥216,690 ～ ¥225,960 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

8月3日 01232-1339601 食品製造スタッフ 一般 ¥161,000 ～ ¥191,000 40歳以下 江別市 不問 不問

8月3日 01232-1352501 生活相談員 パート ¥1,000 ～ ¥1,500 不問 江別市 普通自動車免許 不問

8月3日 01232-1342801
グループホーム世話人
生活支援員スタッフ

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 64歳以下 江別市
普通自動車免許
ホームヘルパー2級、
介護職員初任者研修修了者

経験　あれば尚可

8月3日 01232-1351201 介護アシスタント パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

8月3日 01232-1336501 看護助手 パート ¥900 ～ ¥950 不問 江別市 不問 不問

8月3日 01232-1365101 接客・レジ業務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

7月21日 01230-11663901 医療事務員 一般 ¥153,000 ～ ¥195,000 59歳以下 江別市 不問 不問

7月21日 01232-1307901 営業・販売員 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 45歳以下 江別市
普通自動車免許
中型自動車免許

不問

7月21日 01232-1331101 事務職員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 江別市 不問 不問

7月21日 01230-11945301 倉庫内作業員 一般 ¥103,320 ～ ¥103,320 59歳以下 江別市 不問 不問

7月21日 01232-1323101 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 医療事務資格あれば尚可 必須

7月21日 01232-1311501 調理員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 江別市 不問 不問

7月21日 01010-24484901 居室清掃スタッフ パート ¥880 ～ ¥920 不問 江別市
介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー2級

不問

7月13日 01232-1171101 生活支援員 一般 ¥167,000 ～ ¥197,500 18歳～40歳 江別市 普通自動車免許 不問

7月13日 01232-1284901 生活支援員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

7月13日 01232-1285101 職業指導員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

7月13日 01232-1288801 世話人 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 不問 不問

7月13日 01232-1289201 サービス管理責任者 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 不問 不問

7月13日 01232-1156101 総務・経理事務 一般 ¥166,000 ～ ¥220,000 35歳以下 江別市 不問 不問

7月13日 01240-11700701 工場事務員 一般 ¥185,000 ～ ¥246,000 44歳以下 江別市 普通自動車免許 不問
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7月13日 01232-1300701 医療事務 一般 ¥185,000 ～ ¥290,000 不問 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

7月13日 01240-11618601 販売員 一般 ¥165,000 ～ ¥239,000 59歳以下 江別市 不問 不問

7月13日 01232-1220701
ECサイト運営業務・自動車部品
ネット販売

一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 35歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

7月13日 01110-2774601
商工会議所共済・福祉制度
推進スタッフ

一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

7月13日 01230-11054801 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー2級
介護福祉士

不問

7月13日 01230-11061701 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

7月13日 01232-1266301 介護職員 一般 ¥162,500 ～ ¥200,800 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー2級
介護福祉士

あれば尚可

7月13日 01232-1141801 看護補助者 一般 ¥147,000 ～ ¥181,700 18歳～59歳 江別市 不問 不問

7月13日 01050-3376501 店舗業務職 一般 ¥201,000 ～ ¥304,100 18歳～40歳 江別市 普通自動車免許 不問

7月13日 01230-11413401 警備員 一般 ¥189,200 ～ ¥242,000 18歳～64歳 江別市 不問 不問

7月13日 01232-1223501 農場作業員 一般 ¥185,000 ～ ¥220,000 39歳以下 新篠津村 普通自動車免許 不問

7月13日 01240-11692601 工場作業員 一般 ¥185,000 ～ ¥246,000 44歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

7月13日 01232-1286401 パン職人・補助 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

7月13日 01232-1169001 こんにゃく製造作業職 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

7月13日 01232-1155901 製造職 一般 ¥166,000 ～ ¥205,000 35歳以下 江別市 不問 不問

7月13日 01232-1188901 メンテナンススタッフ 一般 ¥300,000 ～ ¥350,000 18歳以上 江別市 普通自動車免許 必須

7月13日 01010-22888801 保育士 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 62歳以下 江別市 保育士 不問

7月13日 01232-1247201 医療事務 パート ¥940 ～ ¥940 不問 江別市 医療事務関連の資格ある方 不問

7月13日 01232-1262801 販売員 パート ¥862 ～ ¥862 不問 江別市 不問 不問

7月13日 07030-3990801 販売(雑貨） パート ¥900 ～ ¥1,130 不問 江別市 不問 不問

7月13日 01232-1218601 介護職員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 江別市
ホームヘルパー2級
ホームヘルパー1級
介護職員初任者研修修了者

不問

7月13日 01232-1263201 飲食店厨房スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問
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7月13日 01232-1222201 農場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 新篠津村 不問 不問

7月13日 01232-1178301 豆腐製造補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 江別市 不問 不問

7月13日 01232-1182801 脳神経外科のリハビリー補助 パート ¥870 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

7月2日 01232-1115401 事務職員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 59歳以下 江別市 不問 必須

7月2日 01232-1117801 事務職員 一般 ¥143,000 ～ ¥143,000 59歳以下 江別市 不問 必須

7月2日 01232-1135501 事務・業務補助員 一般 ¥113,109 ～ ¥123,948 不問 江別市
配置先で外勤の可能性があり、普免あれば尚
可

不問

7月2日 01232-1127501 医療事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 59歳以下 江別市 不問 不問

7月2日 01232-1110001 経理事務員 一般 ¥152,500 ～ ¥230,300 不問 江別市 普通自動車免許 必須

7月2日 01232-1122101 介護職員 一般 ¥176,500 ～ ¥271,100 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務
者研修修了者、介護福祉士　いずれかの免許
資格所持で可

定型フォームへの簡単入力、実務経験あれば尚可

7月2日 01232-1123401 介護職員 一般 ¥180,500 ～ ¥271,100 18歳以上 江別市 介護福祉士 あれば尚可

7月2日 01232-1134201 パン製造・販売職員 一般 ¥154,300 ～ ¥154,300 59歳以下 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

7月2日 01232-1116701 事務職員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 江別市 不問 不問

7月2日 01232-1129301 一般事務員 パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

7月2日 01232-1112601 経理事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

7月2日 01010-21625001 調理補助 パート ¥925 ～ ¥925 不問 江別市 不問 不問

6月23日 01010-21112801 ディサービス生活相談員 一般 ¥172,000 ～ ¥245,000 64歳以下 江別市 介護福祉士、その他の福祉・介護関係資格 不問

6月23日 01232-1097001 職業指導員 一般 ¥160,000 ～ ¥204,000 不問 新篠津村 普通自動車免許 不問

6月23日 01232-1098301 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥249,000 18歳以上 新篠津村 普通自動車免許 あれば尚可

6月23日 01230-10263201 医療事務員 一般 ¥153,000 ～ ¥193,000 59歳以下 江別市 不問 不問

6月23日 01010-21470501 介護福祉士 一般 ¥193,000 ～ ¥196,000 不問 江別市 介護福祉士 あれば尚可

6月23日 01232-1082901 介護職員 一般 ¥158,700 ～ ¥174,300 18歳以上 江別市 介護福祉士 あれば尚可

6月23日 01232-1076101 受付・事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 あれば尚可
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6月23日 01232-1104901 経理事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市
日商簿記3級、簿記能力検定(全経2級)、簿記
実務検定2級

必須

6月23日 01010-21327301 マンション通勤管理員 パート ¥897 ～ ¥897 不問 江別市 不問 不問

6月23日 01010-20716801 清掃員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

6月11日 01232-1019701 グループホーム世話人 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 江別市
普通自動車免許
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

不問

6月11日 01232-979201 児童指導員 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 不問 経験必須

6月11日 01010-19658701 保育士 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 江別市
普通自動車免許
保育士

不問

6月11日 01232-981301 保育士 一般 ¥230,000 ～ ¥230,000 不問 江別市 保育士 不問

6月11日 01030-8014901 展示ヤード管理業務 一般 ¥139,300 ～ ¥139,300 不問 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

6月11日 01030-8016401 事務員 一般 ¥125,370 ～ ¥125,370 不問 江別市 普通自動車免許 不問

6月11日 01232-1000401 一般事務員 一般 ¥158,000 ～ ¥182,000 59歳以下 江別市
普通自動車免許
簿記能力検定（全経3級）

不問

6月11日 01232-1066601 販売スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

6月11日 01232-975101 営業員 一般 ¥167,800 ～ ¥200,800 40歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

6月11日 01232-1058601 スタッフコーディネーター 一般 ¥230,000 ～ ¥290,000 40歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

6月11日 01230-9163301 介護職員 一般 ¥137,000 ～ ¥150,000 18歳～59歳 江別市 不問 不問

6月11日 01232-1016901 介護職員 一般 ¥170,500 ～ ¥243,300 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー2級
介護職員実務者研修修了者

不問

6月11日 01232-1025101 介護職員 一般 ¥164,660 ～ ¥184,160 18歳以上 江別市
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

不問

6月11日 01232-1034101 介護職員 一般 ¥154,364 ～ ¥278,924 59歳以下 江別市
介護福祉士
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

不問

6月11日 01232-1061801 介護職員 一般 ¥158,000 ～ ¥205,000 18歳以上 江別市
普通自動車免許
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

不問

6月11日 01232-998001 厨房調理員 一般 ¥152,190 ～ ¥160,160 不問 江別市 不問 不問

6月11日 01240-10119201 調理師・調理員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 59歳以下 新篠津村 不問 不問

6月11日 01232-1027701 フロント受付業務 一般 ¥160,000 ～ ¥190,000 18歳以上 新篠津村 不問 不問

6月11日 01232-1001701 シート防水工 一般 ¥290,000 ～ ¥378,000 18歳以上 江別市 普通自動車免許 不問
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6月11日 01232-1042101 納豆製造職 一般 ¥157,520 ～ ¥157,520 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

6月11日 01080-1313901 食肉加工スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 35歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

6月11日 01232-1049301 製造業務全般 一般 ¥142,065 ～ ¥142,065 不問 江別市 不問 不問

6月11日 01240-9775001 設備管理員 一般 ¥170,000 ～ ¥180,000 不問 新篠津村 普通自動車免許 必須

6月11日 01232-1012501 包装作業係・袋詰・箱詰 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 35歳以下 江別市 不問 不問

6月11日 01232-1018401 グループホーム世話人 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者

不問

6月11日 01232-1021001 保育業務 パート ¥901 ～ ¥1,001 不問 江別市 保育士 あれば尚可

6月11日 01232-1004501 経理業務 パート ¥950 ～ ¥950 不問 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

6月11日 01232-1060701 介護職員 パート ¥910 ～ ¥910 不問 江別市 不問 不問

6月11日 01232-1046201
エステティシャン補助兼事務
スタッフ

パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 江別市 不問 不問

6月11日 01232-986701 工場作業員 パート ¥880 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

6月11日 01232-984101 菓子製造ラインスタッフ パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 江別市 不問 不問

6月11日 01232-1051401 製造業務全般 パート ¥861 ～ ¥861 不問 江別市 不問 不問

6月11日 01232-1067901 美装スタッフ パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

6月1日 01232-973601 生産管理 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

6月1日 01232-949601 児童指導員 一般 ¥165,300 ～ ¥165,300 不問 江別市 普通自動車免許 必須

6月1日 01232-956301 支援員 一般 ¥167,500 ～ ¥264,000 不問 江別市
普通自動車免許、介護福祉士、ホームヘル
パー2級、介護職員基礎研修修了者

あれば尚可

6月1日 13010-49517101 保険アドバイザー(窓口業務) 一般 ¥230,000 ～ ¥300,000 39歳以下 江別市 不問 不問

6月1日 01230-8754201 介護従業者 一般 ¥144,700 ～ ¥160,700 18歳～59歳 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

6月1日 01232-954501 介護職員 一般 ¥174,000 ～ ¥204,000 18歳～59歳 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、
介護福祉士

必須

6月1日 01232-964301 江別本社商品仕分け 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

6月1日 01232-948301 児童指導員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 江別市 普通自動車免許 必須
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6月1日 01232-958901 支援員 パート ¥861 ～ ¥1,212 不問 江別市
普通自動車免許、介護福祉士、ホームヘル
パー2級、介護職員基礎研修修了者

あれば尚可

6月1日 01232-967101 一般事務員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

6月1日 01230-8583801 麺製品の製造作業 パート ¥910 ～ ¥910 不問 江別市 不問 不問

5月21日 01232-914001 生活相談員 一般 ¥170,000 ～ ¥210,000 不問 江別市 普通自動車免許 経験必須

5月21日 01232-927401 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 普通自動車免許 経験必須

5月21日 01240-8469001 ペット売場販売員 一般 ¥165,000 ～ ¥239,000 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

5月21日 01232-934401
ECサイト運営業務・自動車部品
ネット販売

一般 ¥177,000 ～ ¥300,000 35歳以下 江別市 不問 不問

5月21日 01010-17425601 介護員 一般 ¥182,000 ～ ¥216,000 59歳以下 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

5月21日 01232-920201 歯科助手 一般 ¥183,000 ～ ¥223,000 59歳以下 江別市 不問 不問

5月21日 01232-938501 歯科助手 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 不問 不問

5月21日 01232-942401 受付 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 不問 不問

5月21日 01010-17403701 安全誘導スタッフ 一般 ¥155,700 ～ ¥173,000 18歳以上 江別市 不問 不問

5月21日 01232-913501 犬舎内清掃 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

5月21日 01232-931601 保育士 パート ¥1,020 ～ ¥1,020 不問 江別市 保育士 不問

5月21日 01232-923301 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥950 不問 江別市 不問 経験必須

5月21日 01240-8156201 日常清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

5月11日 01232-847401 建築墨出し工 一般 ¥174,750 ～ ¥209,700 不問 江別市 普通自動車免許 不問

5月11日 01232-839401 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥176,000
18歳～59
歳

新篠津村 普通自動車免許、介護福祉士 不問

5月11日 01232-849801 児童相談員 一般 ¥140,000 ～ ¥280,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

5月11日 01040-5268501 事務職員 一般 ¥249,000 ～ ¥280,770 40歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

5月11日 01010-16013101 医事業務 一般 ¥140,940 ～ ¥153,280 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

5月11日 01010-16019001 医事業務 一般 ¥140,940 ～ ¥153,280 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可
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5月11日 01232-820101 医事課職員 一般 ¥157,500 ～ ¥237,300 不問 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

5月11日 01030-5831801 保険ショップスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 64歳以下 江別市 不問 必須

5月11日 01030-5833501 保険ショップスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 64歳以下 江別市 不問 不問

5月11日 01040-5266801 営業職員 一般 ¥249,000 ～ ¥307,800 40歳以下 江別市 普通自動車免許 不問

5月11日 01230-7629801 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市 不問 不問

5月11日 01232-802601 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥185,000 不問 江別市
普通自動車免許、介護職員初任者研修修了
者、ホームヘルパー2級

あれば尚可

5月11日 01232-857201 ケアワーカー 一般 ¥168,000 ～ ¥193,000 18歳以上 江別市 介護福祉士 不問

5月11日 01232-860901 通所介護職員 一般 ¥172,500 ～ ¥269,100 不問 江別市 普通自動車免許 不問

5月11日 01240-8253901 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥249,500 64歳以下 江別市 不問 不問

5月11日 01232-828601 軽作業員 一般 ¥198,000 ～ ¥242,000 不問 江別市 普通自動車免許 あれば尚可

5月11日 01232-812101 洗浄作業員 一般 ¥123,123 ～ ¥123,123 60歳以上 江別市 不問 不問

5月11日 01232-813401 江別商品仕分け 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

5月11日 01232-801301 事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 あれば尚可

5月11日 01232-853101 経理事務員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 江別市 不問 必須

5月11日 01232-831801 乳製品販売員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 江別市 不問 不問

5月11日 01232-865201 歯科助手 パート ¥870 ～ ¥1,200 不問 江別市 不問 不問

5月11日 01232-832201 菓子製造員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 江別市 不問 不問

5月11日 01232-829901 工場作業員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

5月1日 01232-786501 生活相談員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 普通自動車免許 不問

5月1日 13070-28772401
カルディコーヒーファーム
での販売

一般 ¥212,500 ～ ¥280,000
20歳～
44歳

江別市 不問 不問

5月1日 01010-15275801 ショップスタッフ 一般 ¥183,266 ～ ¥217,722 35歳以下 江別市 不問 不問

5月1日 01230-7319101 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、
介護福祉士

不問
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5月1日 01232-764601 ケアワーカー 一般 ¥159,000 ～ ¥233,000 不問 江別市
普免、介護福祉士、介護職員初任者研修修了
者

あれば尚可

5月1日 01232-789601 介護アシスタント 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 18歳以上 江別市 不問 不問

5月1日 01232-787001 生活相談員 パート ¥1,000 ～ ¥1,500 不問 江別市 普免 不問

5月1日 01010-15291801 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 江別市 不問 不問

5月1日 01230-7372201 有料老人ホームへの世話人 パート ¥875 ～ ¥875 不問 江別市 不問 不問

5月1日 01232-783701 介護職員 パート ¥880 ～ ¥1,200 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修修了者、介護職員実務
者研修修了者、介護福祉士

不問

5月1日 01232-788301 介護アシスタント パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

5月1日 01240-7692501
小規模多機能型居宅介護事業
の介護員

パート ¥1,200 ～ ¥1,500 不問 江別市
介護職員初任者研修修了者、（ヘルパー2級）
以上あれば尚可

5月1日 01232-761501 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 60歳以上 江別市 不問 不問

4月21日 01240-7605101
障害児の遊びや学びをサポー
トする支援員

一般 ¥167,400 ～ ¥211,200 不問 江別市 不問 不問

4月21日 01232-719201 経理事務員 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 59歳以下 江別市 経理資格(簿記など)あれば尚可 あれば尚可

4月21日 01230-7130201 医療事務員 一般 ¥153,000 ～ ¥195,000 59歳以下 江別市 不問 不問

4月21日 01232-727801 医療事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 不問 不問

4月21日 01232-735801 看護助手 一般 ¥142,065 ～ ¥156,750 不問 江別市 不問 不問

4月21日 01240-7462101 介護職員 パート ¥950 ～ ¥1,050 64歳以下 江別市
普通自動車免許、介護職員初任者研修修了
者

不問

4月21日 01010-14571401 ミールケアクルー パート ¥861 ～ ¥940 不問 江別市 不問 不問

4月21日 01232-724101 脳神経外科のリハビリー補助 パート ¥870 ～ ¥880 40歳以下 江別市 不問 不問

4月13日 01232-617601 商品企画・開発スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 必須

4月13日 01232-605201 総務・経理事務 一般 ¥166,000 ～ ¥220,000 35歳以下 江別市 簿記能力検定(全経2級) 不問

4月13日 01232-612801 経理事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 江別市 普通自動車免許、簿記能力検定(全経2級) あれば尚可

4月13日 01030-5325801 保険ショップスタッフ 一般 ¥250,000 ～ ¥390,000 64歳以下 江別市 不問 必須

4月13日 01240-6578801 ガーデンセンター販売員 一般 ¥165,000 ～ ¥239,000 59歳以下 江別市 不問 必須
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4月13日 01232-618901 営業スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 59歳以下 江別市 普通自動車免許 必須

4月13日 01110-1589701
商工会議所共済・福祉制度
推進スタッフ

一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 不問
江別市、岩
見沢市

普通自動車免許 不問

4月13日 01230-6097401 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥252,000 18歳以上 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

4月13日 01232-620801 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥229,000
18歳～59
歳

新篠津村 不問 不問

4月13日 01232-710501 通所介護職員 一般 ¥172,500 ～ ¥269,100 不問 江別市 普通自動車免許 不問

4月13日 01232-713601 ケアワーカー 一般 ¥164,000 ～ ¥221,300 18歳以上 江別市
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、介
護職員実務者研修修了者

あれば尚可

4月13日 01240-6323901 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥249,500 64歳以下 江別市 不問 不問

4月13日 01010-13012001 起業福利厚生プランナー 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 64歳以下 札幌市 不問 不問

4月13日 01232-613201 こんにゃく製造作業職 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

4月13日 01232-604801 製造職 一般 ¥166,000 ～ ¥205,000 35歳以下 江別市 不問 不問

4月13日 01232-606501 医療事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 江別市 不問 必須

4月1日 01232-577801 グループホーム世話人 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 江別市
普通自動車免許、ホームヘルパー2級、介護
職員初任者研修修了者

不問

4月1日 01010-11809901 相談員 一般 ¥190,800 ～ ¥201,280 不問 江別市 普通自動車免許 不問

4月1日 01232-570001 事務職 一般 ¥123,948 ～ ¥123,948 不問 江別市 普通自動車免許 必須

4月1日 01232-566401 商品出荷スタッフ 一般 ¥192,080 ～ ¥232,040 59歳以下 江別市 不問 あれば尚可

4月1日 01230-5818801 お中元ギフトの箱詰め 一般 ¥145,320 ～ ¥145,320 不問 江別市 不問 不問

4月1日 01232-576701 グループホーム世話人 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修
了者

不問

4月1日 40180-4854201
斎場でのギフト商品の受渡業
務

パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 普通自動車免許 不問

4月1日 01232-571301 パンの販売 パート ¥885 ～ ¥885 不問 江別市 不問 不問

4月1日 01232-572601 パン・ドーナツの製造 パート ¥885 ～ ¥885 不問 江別市 不問 不問

4月1日 01232-567701 菓子製造ラインスタッフ パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 江別市 不問 不問
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