
提供：ハローワーク江別
　

平成30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

10月11日 01232-2406481 江別本社商品仕分け 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

10月11日 01232-2407781 江別本社商品仕分け 一般 ¥153,120 ～ ¥153,120 59歳以下 江別市
マイカー等自力通勤でき
る方

不問

10月11日 01232-2311181 検査職 一般 ¥165,000 ～ ¥200,000 35歳以下 江別市 不問 不問

10月11日 01232-2338181 技術員 一般 ¥174,900 ～ ¥174,900 不問 江別市 普通自動車免許 不問

10月11日 01232-2326481 総務・経理事務 一般 ¥161,000 ～ ¥220,000 35歳以下 江別市 不問 不問

10月11日 01232-2435081 一般事務員 一般 ¥130,900 ～ ¥147,050 不問 江別市 不問 不問

10月11日 01232-2343781 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥165,000 不問 江別市 不問 パソコン入力(書式は決まっています)ができる方

10月11日 01232-2344881 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥165,000 35歳以下 江別市 不問 不問

10月11日 01110-4668681
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 江別市他
普通運転免許
（AT限定可）

不問

10月11日 01232-2448481 介護職員 一般 ¥148,000 ～ ¥178,000 18歳以上 江別市 介護福祉士 不問

10月11日 01232-2449781 介護職員 一般 ¥133,600 ～ ¥152,000 18歳以上 江別市
介護福祉士または介護
初任者研修 不問

10月11日 01232-2456781 介護職員 一般 ¥145,500 ～ ¥158,000 18歳以上 江別市
介護福祉士またはホーム
ヘルパー2級以上または
初任者研修

不問

10月11日 01232-2455481 介護職員 一般 ¥145,500 ～ ¥158,000 18歳以上 江別市
介護福祉士またはホーム
ヘルパー2級以上または
初任者研修

不問

10月11日 01010-38507781 介護職員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 64歳以下 江別市 不問 不問

10月11日 01232-2294581 介護職員 一般 ¥153,000 ～ ¥193,000 18歳以上 江別市 不問 不問

10月11日 01230-19935481 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥218,400 18歳以上 江別市 介護職員初任者研修修了者 不問

10月11日 01010-37933881
和食レストラン調理場ス
タッフ

一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 江別市 不問 調理場経験者

10月11日 01232-2298281 ラーメン調理スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 不問 不問

10月11日 01232-2400181 江別豆腐製造職 一般 ¥183,744 ～ ¥183,744 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

10月11日 01232-2405581 こんにゃく製造作業職 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

10月11日 01232-2325581 製造職 一般 ¥161,000 ～ ¥200,000 35歳以下 江別市 不問 不問
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10月11日 40090-4757781 店員（精肉作業・販売） 一般 ¥210,000 ～ ¥300,000 不問 江別市他 不問 不問

10月11日 40090-4759281 店員（精肉作業・販売） 一般 ¥230,000 ～ ¥350,000 不問 江別市 不問 不問

10月11日 01232-2442181 ルート宅配スタッフ 一般 ¥192,000 ～ ¥192,000 35歳以下 江別市
普通運転免許
（AT限定可）

不問

10月1日 01232-2281281 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 不問 不問

10月1日 01232-2282181 (契)一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥160,000 不問 江別市
普通運転免許
（AT限定可）

不問

10月1日 01232-2268381 介護職員 一般 ¥168,000 ～ ¥178,000 18歳以上 江別市 介護福祉士 不問

10月1日 01232-2267081 介護職員 一般 ¥168,000 ～ ¥188,000 18歳以上 江別市 介護福祉士 不問

10月1日 01232-2269681 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥176,000 18歳以上 江別市 ヘルパー2級 不問

10月1日 01232-2258181 製造職 一般 ¥172,000 ～ ¥200,000 35歳以下 江別市 不問 不問

10月1日 01230-19760881
配送ドライバー及び厨房補助
業務員

一般 ¥145,600 ～ ¥165,000 不問 江別市
普通運転免許
（AT限定可）

不問

9月21日 01010-36028481 医療情報システム管理業務 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 59歳以下 江別市 不問 不問

9月21日 01232-2247781 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥172,000
18歳～
59歳

新篠津村
普通運転免許（AT限定
可）
（介護福祉士あれば尚

不問

9月21日 01232-224881 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥166,300 不問 江別市
普通運転免許
（AT限定可）

不問

9月21日 01232-2222281 医療事務 一般 ¥165,000 ～ ¥210,000 不問 江別市 不問 不問

9月21日 13070-91008281
カルディコーヒーファームでの
販売

一般 ¥212,500 ～ ¥235,000
20歳～
44歳

江別市 不問 不問

9月21日 01240-19768981 クリーニングの営業 一般 ¥188,000 ～ ¥188,000 40歳以下 江別市
普通運転免許
（AT限定可）

不問

9月21日 01232-2218681 支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥178,000 不問 江別市 不問 不問

9月21日 01010-35291681 スマートフォンの修理業 一般 ¥151,000 ～ ¥210,000 40歳以下 江別市 不問 ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ（基本的操作可能な方）

9月11日 01232-2067381 営業・工務（設計） 一般 ¥190,000 ～ ¥260,000 35歳以下 江別市
普通運転免許
（AT限定不可）

不問

9月11日 01232-2129181 技術作業員 一般 ¥191,500 ～ ¥214,500 45歳以下 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2193781 介護技能実習指導員 一般 ¥176,500 ～ ¥257,100 18歳以上 江別市 介護福祉士 介護経験5年以上・留学経験あれば尚可

9月11日 01232-2167481 児童指導員 一般 ¥160,000 ～ ¥258,000 不問 江別市
普通運転免許（AT限定
可）
保育士資格等その他福

不問
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9月11日 01232-2068681 経理事務員 一般 ¥127,000 ～ ¥175,500 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2100481 小売店販売及び店舗管理 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 18歳以上 新篠津村 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月11日 07030-6788581 販売員 一般 ¥140,229 ～ ¥175,708 不問 江別市 不問 不問

9月11日 08040-17669881 モバイルプランナー 一般 ¥176,930 ～ ¥252,180 34歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月11日 01010-34543481 企業福利厚生プランナー 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 64歳以下 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2154081 販売員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 18歳以上 江別市 不問 不問

9月11日 36011-2263581 総合職（営業） 一般 ¥171,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2183581 通所介護職員 一般 ¥167,500 ～ ¥264,100 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月11日 01232-2188181 介護職員 一般 ¥163,500 ～ ¥230,300 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修・
ﾍﾙﾊﾟｰ２級 不問

9月11日 01232-2194881 介護職員 一般 ¥163,500 ～ ¥230,300 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修・
ﾍﾙﾊﾟｰ２級 不問

9月11日 01232-2112181 介護員兼送迎員 一般 ¥142,262 ～ ¥151,014 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月11日 01230-17988181 介護職員 一般 ¥184,800 ～ ¥218,400 18歳以上 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2207181 支援員 一般 ¥167,500 ～ ¥264,100 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月11日 01232-2179281 介護職員 一般 ¥163,500 ～ ¥230,300 18歳以上 江別市
介護職員初任者研修・
ﾍﾙﾊﾟｰ２級 不問

9月11日 01050-4644381 店舗業務職 一般 ¥201,000 ～ ¥304,100 18歳～40歳 江別市 普通運転免許（通勤用） 不問

9月11日 01232-2091081 厨房調理員 一般 ¥146,300 ～ ¥150,800 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01240-18193681 ホールスタッフ 一般 ¥185,000 ～ ¥185,000 18歳～59歳 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2152281 葬祭スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 18歳～40歳 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月11日 01232-2095581 金属製建具機械加工 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 35歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月11日 01232-2104181 洋菓子製造工場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 35歳以下 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2051981 納豆製造員 一般 ¥148,720 ～ ¥148,720 59歳以下 江別市
朝が早い為、マイカー等
自力通勤できる方 不問

9月11日 01232-2052581 江別豆腐製造職 一般 ¥178,288 ～ ¥178,288 59歳以下 江別市
朝が早い為、マイカー等
自力通勤できる方 不問
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9月11日 01232-2053481 こんにゃく製造作業職 一般 ¥145,200 ～ ¥145,200 59歳以下 江別市
朝が早い為、マイカー等
自力通勤できる方 不問

9月11日 01080-2454481 食肉加工スタッフ 一般 ¥188,000 ～ ¥250,000 35歳以下 江別市
普通運転免許
（AT限定不可）

パソコン操作できる方（ワード・エクセル）

9月11日 01232-2093681 製造業務全般 一般 ¥133,650 ～ ¥133,650 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01240-19004181 工場内作業員 一般 ¥165,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 普通運転免許（通勤用） 不問

9月11日 01232-2102881 重機オペレーター見習い 一般 ¥170,000 ～ ¥400,000 不問 江別市
普通運転免許
（AT限定不可）

不問

9月11日 01232-2145181 型枠大工（見習い可） 一般 ¥223,200 ～ ¥396,800 不問 江別市 普通運転免許 不問

9月11日 01232-2153181 クロス職人 一般 ¥200,000 ～ ¥350,000 18歳以上 江別市 普通運転免許 不問

9月11日 01232-2125481 清掃スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 59歳以下 江別市
普通運転免許
（AT限定可・ペーパー不
可）

不問

9月11日 01232-2054781 商品仕分け作業員 一般 ¥145,200 ～ ¥145,200 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 01232-2055881 商品仕分け作業員 一般 ¥148,720 ～ ¥148,720 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 01240-18743181 大学構内整備員 一般 ¥144,000 ～ ¥144,000 64歳以下 江別市 不問 不問

9月11日 01010-34377881 受付事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市
普通運転免許（AT限定
可）
医療事務資格保有者尚

不問

9月11日 01232-2163381 販売員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 江別市 不問 不問

9月11日 01240-18401881 カフェサービススタッフ パート ¥850 ～ ¥850 18歳以上 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2079481 訪問スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月11日 01232-2075381 介護職員 パート ¥810 ～ ¥950 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月11日 01232-2076681 介護職員 パート ¥810 ～ ¥950 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2185781 支援員 パート ¥810 ～ ¥932 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月11日 01232-2140581 歯科助手 パート ¥880 ～ ¥1,100 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2144281 理容師または助手 パート ¥830 ～ ¥950 不問 江別市 不問 不問

9月11日 01232-2066081 フロント受付業務 パート ¥835 ～ ¥835 不問 江別市 不問 パソコン操作（ワード・エクセル）できる方

9月11日 01230-18159981 送迎スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問
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9月11日 01232-2050681 洗浄作業員 パート ¥810 ～ ¥810 60歳以上 江別市 不問 不問

9月4日 01232-2030881 グループホーム世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 60歳以上 江別市
普通運転免許（AT限定
可）
ヘルパー2級・初任者研

不問

9月4日 01232-2031281 グループホーム世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 江別市
普通運転免許（AT限定
可）
ヘルパー3級・初任者研

不問

9月4日 01232-2032181 事務職員 一般 ¥105,600 ～ ¥105,600 不問 江別市 不問 不問

9月4日 36011-2099081 一般事務員 一般 ¥166,000 ～ ¥240,000 不問 江別市 不問
パソコンの基本操作必須
ＣＡＤソフトの簡単な操作及び建築図

9月4日 01232-2021781 営業職 一般 ¥180,500 ～ ¥216,800 35歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月4日 01010-33342781 握り寿司職人 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 不問 不問

9月4日 01232-2014881 警備員 一般 ¥183,600 ～ ¥216,000 18歳以上 江別市 不問 不問

9月4日 01232-2022881 機械オペレーター 一般 ¥154,200 ～ ¥205,300 40歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月4日 01232-2005781 金属製建具組立工 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 35歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月4日 01232-2008181 各種機械の設置（助手） 一般 ¥143,000 ～ ¥205,000 45歳以下 江別市 普通運転免許 不問

9月4日 01230-17511981 倉庫作業員 一般 ¥105,000 ～ ¥105,000 不問 江別市 不問 不問

9月4日 01230-17237681 清掃員 一般 ¥140,030 ～ ¥140,030 不問 江別市 不問 不問

8月21日 01232-1976181 事務職員 一般 ¥152,500 ～ ¥254,100 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） パソコン基本操作できる方

8月21日 01232-1964481 酒類販売・配達員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 35歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月21日 13010-290582 保険アドバイザー（窓口業務） 一般 ¥230,000 ～ ¥300,000 44歳以下 江別市 不問 不問

8月21日 01010-32132281 施設リーダー候補 一般 ¥162,000 ～ ¥215,000 64歳以下 江別市 不問 介護職実務経験３年以上

8月21日 01232-1966881 看護補助者 一般 ¥159,950 ～ ¥178,050 18歳～59歳 江別市 ホームヘルパー２級以上 不問

8月21日 01232-1987681 看護補助員 一般 ¥121,500 ～ ¥142,500 不問 江別市 不問 不問

8月21日 01010-31959581
公衆浴場スタッフ運営管理業
務

一般 ¥180,000 ～ ¥210,000 18歳～59歳 江別市 不問 不問

8月15日 01232-1903981 支援員 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 不問 江別市 普通運転免許 不問

8月15日 01232-1870381 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 新篠津村 普通運転免許（AT限定可） 不問
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8月15日 01232-1803081 接客スタッフ 一般 ¥185,553 ～ ¥235,000 不問 江別市 不問 不問

8月15日 01232-1948781 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 不問 不問

8月15日 01232-1793581 医療事務 一般 ¥165,000 ～ ¥210,000 不問 江別市 不問 不問

8月15日 01010-30978881 事務員 一般 ¥134,600 ～ ¥150,000 不問 江別市 不問 パソコン入力可能な方

8月15日 01030-11553681
保健ショップスタッフ
(リーダー候補）

一般 ¥250,000 ～ ¥390,000 64歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可）
パソコンスキル（ワード・エクセル）初級レ
ベル
文字入力

8月15日 01232-1872981 小売店販売員（店長候補） 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 18歳～35歳 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月15日 15120-4354981 販売員 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 63歳以下 江別市 不問 不問

8月15日 01240-15961581 カフェサービススタッフ 一般 ¥136,000 ～ ¥136,000 18歳以上 江別市 不問 不問

8月15日 36011-1947781 総合職 (営業） 一般 ¥171,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 不問 不問

8月15日 01040-9334081 介護職員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 64歳以下 江別市 不問 不問

8月15日 01232-1877281 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥195,000 18歳以上 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月15日 01232-1850281 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥229,000 18歳～59歳 新篠津村 不問 不問

8月15日 01232-1830581 介護職員 一般 ¥139,832 ～ ¥278,924 59歳以下 江別市 不問 不問

8月15日 01232-1828081 介護職員 一般 ¥139,832 ～ ¥278,924 18歳～59歳 江別市 不問 不問

8月15日 01232-1879081 看護補助者 一般 ¥142,000 ～ ¥172,500 18歳以上 江別市 不問 不問

8月15日 01232-1934081 歯科助手 一般 ¥156,145 ～ ¥196,145 不問 江別市 不問
歯科医院での勤務経験（1年以上）
簡単なパソコン入力ができる方

8月15日 01232-1826281 調理員 一般 ¥149,520 ～ ¥278,924 不問 江別市 不問 不問

8月15日 01232-1962981 ホールスタッフ（店長候補） 一般 ¥160,000 ～ ¥230,000 不問 江別市 不問 接客経験

8月15日 01232-1931881 葬儀施行担当 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 江別市 普通運転免許 不問

8月15日 01232-1932281 作業員（建設機械・電気） 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 40歳以下 江別市 普通運転免許 不問

8月15日 01232-1791681 品質管理スタッフ 一般 ¥155,600 ～ ¥265,000 59歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） 食品会社での経験1年以上の方

8月15日 01010-31495881 内装工事作業員 一般 ¥220,000 ～ ¥410,000 59歳以下 江別市 不問 不問
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8月15日 01232-1869281 電気工事作業員 一般 ¥142,000 ～ ¥200,000 18歳以上 江別市 普通運転免許 不問

8月15日 01232-1940281 倉庫作業員 一般 ¥161,700 ～ ¥165,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

8月1日 13040-86635781 工場在庫管理 一般 ¥185,000 ～ ¥430,000 44歳以下 江別市 不問 不問

8月1日 01010-29275881 パチンコ店の景品交換業務 一般 ¥116,640 ～ ¥122,400 18歳以上 江別市 不問 計算に明るい方

8月1日 01230-15185981 倉庫内作業員 一般 ¥97,200 ～ ¥97,200 不問 江別市 不問 不問

8月1日 01010-28882581 学校の清掃 一般 ¥120,765 ～ ¥120,765 不問 江別市 不問 不問

7月23日 01232-1737881 保育士・保育補助 一般 ¥143,000 ～ ¥242,000 不問 江別市 不問 不問

7月23日 01010-27685181 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

7月23日 01232-1750581 営業補助・一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 35歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月23日 01232-1761881 一般事務員 一般 ¥124,740 ～ ¥140,130 不問 江別市 不問 不問

7月23日 01230-14724881 事務職員（幹部候補） 一般 ¥146,600 ～ ¥179,800 40歳以下 江別市 不問 不問

7月23日 07030-5335581 販売（パティズ江別店） 一般 ¥140,229 ～ ¥175,708 不問 江別市 不問 不問

7月23日 01232-1738281 エステティシャン 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 不問 不問

7月23日 01232-1709681 花苗生産・農産 一般 ¥160,000 ～ ¥192,000 不問 新篠津村 不問 不問

7月23日 40090-3425381 店員（精肉作業・販売） 一般 ¥230,000 ～ ¥230,000 不問 江別市 不問 不問

7月23日 01010-28740181 婦人服販売員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

7月23日 01232-1760781 介護員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月23日 01232-1720881 歯科助手 パート ¥850 ～ ¥1,100 不問 江別市 不問 不問

7月23日 01232-1741981 エステティシャン パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 不問 不問

7月23日 01232-1753881 厨房スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

7月11日 13040-81161681 事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 59歳以下 江別市 不問 PC操作

7月11日 01232-1576781 調剤事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 厚別区 普通運転免許（AT限定可） 不問
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7月11日 13010-85836181 たこ焼きの製造販売 一般 ¥191,000 ～ ¥221,000 59歳以下 江別市 不問 不問

7月11日 01232-1641281 介護職員 一般 ¥150,000 ～ ¥193,000 18歳以上 江別市 不問 不問

7月11日 01010-25992181 介護職員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 64歳以下 江別市 不問 不問

7月11日 01232-1639581 作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 不問 不問

7月11日 01190-6057981 一般作業員 一般 ¥220,000 ～ ¥220,000 不問 江別市 不問 不問

7月11日 01232-1630481 工場内作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥185,000 不問 江別市 不問 不問

7月11日 01232-1660681 技術サービススタッフ 一般 ¥250,000 ～ ¥410,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

7月11日 01232-1647581 清掃員 一般 ¥184,800 ～ ¥231,000 不問 江別市 不問 不問

7月3日 01232-1529281 技術作業員 一般 ¥191,500 ～ ¥214,500 ４５歳以下 江別市 不問 不問

7月3日 01232-1544881 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥235,000 59歳以下 新篠津村 不問 不問

7月3日 01232-1512081 支援員 一般 ¥167,500 ～ ¥264,100 不問 江別市 不問 不問

6月21日 01010-23319381 医療情報システム管理業務 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 59歳以下 江別市 不問 不問

6月21日 01232-1507981 データ入力員 一般 ¥142,000 ～ ¥142,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月21日 01232-1470481 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥170,000 ４０歳以下 江別市 不問 パソコン（ワード・エクセル）操作できる方

6月21日 01232-1506681 一般事務員 一般 ¥142,000 ～ ¥142,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可）

6月21日 01232-1494581 一般事務員 一般 ¥121,678 ～ ¥121,678 59歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） パソコン（ワード・エクセル）操作できる方

6月21日 01232-1478981 労務作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可）

6月21日 01010-23586081 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥235,000 59歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可）ホームヘルパー２級以上

6月21日 01232-1498281 通所介護職員 一般 ¥167,500 ～ ¥264,100 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可）

6月21日 01232-1504081 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 18歳以上 江別市 ホームヘルパー２級以上

6月21日 01232-1501881 ホールスタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥230,000 不問 江別市 不問 接客経験

6月21日 01240-13123581 工場内作業員 一般 ¥165,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 普通運転免許（通勤使用）
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6月21日 01232-1459081 各種機械の整備員 一般 ¥143,000 ～ ¥205,000 ４５歳以下 江別市 普通運転免許

6月21日 01010-23116381 保育スタッフ 一般 ¥175,000 ～ ¥217,500 不問 江別市 不問

6月21日 01232-1473281 作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥260,000 不問 江別市 不問

6月21日 01230-12646381
配送ドライバー及び厨房補助
業務員

一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可）

6月13日 01232-1338081 土木技術者見習い 一般 ¥207,000 ～ ¥231,300 35歳以下 江別市 普通運転免許 不問

6月13日 01232-1404781 グループホーム世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 60歳以上 江別市
普通運転免許（AT限定
可）
ヘルパー2級・初任者研

不問

6月13日 01232-1371081 生活支援員 一般 ¥154,100 ～ ¥184,000 18歳以上 新篠津村 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月13日 01232-1328281 職業指導員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月13日 01232-1329181 職業指導員 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月13日 01240-12535881 整備フロントスタッフ 一般 ¥230,000 ～ ¥280,000 59歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定不可） フロント実務経験者

6月13日 01232-1296481 営業補助事務員 一般 ¥158,000 ～ ¥205,000 不問 江別市 不問 不問

6月13日 01232-1367481 自動車部品受発注業務 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 59歳以下 江別市 普通運転免許 簡単なパソコン操作できる方

6月13日 01010-22345881 販売職 一般 ¥183,142 ～ ¥286,338 35歳以下 江別市 不問 不問

6月13日 01240-12247281 販売員 一般 ¥160,000 ～ ¥239,000 59歳以下 江別市 不問 小売実務経験ある方

6月13日 01232-1325481 ルート営業・事務 一般 ¥181,000 ～ ¥193,000 59歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月13日 01230-11587781 介護職員 一般 ¥137,000 ～ ¥150,000 18歳～59歳 江別市 普通運転免許 不問

6月13日 01232-1281181 介護職員 一般 ¥179,300 ～ ¥195,600 18歳～64歳 江別市 不問 不問

6月13日 01232-1318481 看護助手 一般 ¥146,910 ～ ¥166,380 不問 江別市 不問 不問

6月13日 01232-1287481 看護補助者 一般 ¥161,500 ～ ¥178,500 18歳～59歳 江別市 不問 不問

6月13日 01232-1394881 歯科助手 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 不問 不問

6月13日 01232-1321381 厨房調理員 一般 ¥140,060 ～ ¥141,440 不問 江別市 不問 不問

6月13日 01240-11545081 ホールスタッフ 一般 ¥185,000 ～ ¥185,000 18歳～59歳 江別市 不問 不問
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6月13日 01232-1412781 葬祭スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 18歳～40歳 江別市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

6月13日 01232-1356681 パン職人 一般 ¥162,000 ～ ¥245,000 不問 新篠津村 普通運転免許（AT限定可） パン製造業務経験者（趣味としての経験）

6月13日 01232-1306381 江別豆腐製造職 一般 ¥178,288 ～ ¥178,288 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方 不問

6月13日 01080-1612781 食肉加工スタッフ 一般 ¥188,000 ～ ¥250,000 35歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定不可）
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
操作できる方

6月13日 01232-1344281 製造業務全般 一般 ¥133,650 ～ ¥133,650 不問 江別市 不問 不問

6月13日 01232-1355381 建設機械整備員 一般 ¥220,000 ～ ¥270,000 不問 江別市 不問 不問

6月13日 01232-1313081 板金塗装工又は見習い 一般 ¥180,000 ～ ¥300,000 不問 江別市 普通運転免許 不問

6月13日 01232-1400681 鉄筋工 一般 ¥184,000 ～ ¥299,000 不問 江別市 不問 不問

6月13日 01232-1291081 配管工 一般 ¥183,033 ～ ¥284,935 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月13日 01232-1374981 機械工作業員 一般 ¥280,000 ～ ¥350,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

6月13日 01232-1408081 倉庫内商品仕分け作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 18歳以上 江別市 不問 不問

6月13日 01230-11313381 洗車係 一般 ¥138,338 ～ ¥146,475 不問 江別市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

6月13日 01232-1302881 商品仕分け作業員 一般 ¥148,720 ～ ¥148,720 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 01232-1269981 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 50歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可）
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
操作できる方

6月1日 01240-10989081 調剤事務・調剤助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月1日 01232-1254781 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 不問 不問

6月1日 01232-1264281 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 59歳以下 江別市 普通運転免許（AT限定可）
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
操作できる方

6月1日 07030-3783281 販売 一般 ¥140,229 ～ ¥175,708 不問 江別市 不問 不問

6月1日 01232-1240081 介護職員 一般 ¥147,050 ～ ¥176,460 不問 江別市 普通運転免許 不問

6月1日 01232-1244581 介護職員 一般 ¥139,832 ～ ¥278,924 18～59歳 江別市 不問 不問

6月1日 01232-1246781 介護職員 一般 ¥139,832 ～ ¥278,924 59歳以下 江別市 不問 不問

6月1日 01232-1242681 調理員 一般 ¥149,520 ～ ¥278,924 不問 江別市 不問 不問
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5月21日 01232-1204481 支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 江別市 普通運転免許 不問

5月21日 01110-2484981 事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 59歳以下 江別市 不問 不問

5月21日 01232-1207281 事務職員 一般 ¥186,000 ～ ¥298,000 34歳以下 江別市 不問 不問

5月21日 01232-1226381 一般事務員 一般 ¥139,725 ～ ¥146,625 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月21日 01250-2934281
総合職
(営業・事務・その他）

一般 ¥147,000 ～ ¥170,900 不問
千歳市
北広島市
江別市

普通運転免許（AT限定可） 不問

5月21日 01040-6036181 介護職員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 64歳以下 江別市 不問 不問

5月21日 01090-4791481 CADオペレーター 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月11日 01010-19011181 施工管理兼軽作業員 一般 ¥205,000 ～ ¥395,000 59歳以下 札幌、江別、小樽 不問 不問

5月11日 01030-6676081
保健ショップスタッフ
(リーダー候補）

一般 ¥250,000 ～ ¥390,000 64歳以下 江別市
普通運転免許（AT限定可）
ﾊﾟｿｺﾝスキル（ﾜｰﾄ・ﾞｴｸｾﾙ）
初級レベル、文字入力

不問

5月11日 07030-3419081 販売 一般 ¥140,229 ～ ¥175,708 不問 江別市 不問 不問

5月11日 15120-2546681 販売員 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 63歳以下 江別市 不問 不問

5月11日 01232-1176281
靴及び靴関連商品の
店内販売員

一般 ¥146,080 ～ ¥146,080 59歳以下 江別市 不問 不問

5月11日 01232-1178081 介護職員(4ヵ月以上） 一般 ¥160,000 ～ ¥195,000 18歳以上 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月11日 01232-1120381 看護補助者(ﾍﾙﾊﾟｰ) 一般 ¥142,000 ～ ¥172,500 18歳以上 江別市 不問 不問

5月11日 01240-9178481 警備スタッフ 一般 ¥154,000 ～ ¥176,000 18歳以上 札幌、江別、千歳 不問 不問

5月11日 01240-9739581 倉庫作業員 一般 ¥161,700 ～ ¥165,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

5月2日 01232-1047281 エステティシャン 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 不問 不問

5月2日 01232-1045781
キッチンスタッフ（キャアリア
アップタイプ）

一般 ¥210,460 ～ ¥210,460 18歳～64歳 江別市 不問 不問

5月2日 01232-1044481
ホールスタッフ（キャアリア
アップタイプ）

一般 ¥210,460 ～ ¥210,460 18歳～64歳 江別市 不問 不問

5月2日 01232-1060481 工場スタッフ 一般 ¥139,531 ～ ¥139,531 不問 江別市 不問 不問

3月12日 01010-4075281 任期付職員(4ヵ月以上） 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 江別市 不問 ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞが扱える事

3月12日 01232-242981 （契）事務職員(4ヵ月以上） 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 江別市 不問 不問
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3月12日 01232-226581 （契）計量業務員(4ヵ月以上） 一般 ¥136,000 ～ ¥136,000 不問 江別市 普通運転免許（通勤用）
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
操作できる方

3月12日 01010-4460281
（契）外来受付業務
(4ヵ月以上）

一般 ¥133,400 ～ ¥143,400 不問 江別市 不問 不問

3月12日 01232-238881 経理業務スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥210,000 不問 江別市 不問 経理事務経験者

3月12日 01232-210781
看護師または准看護師
(4ヵ月以上）

パート ¥1,300 ～ ¥1,500 不問 江別市
看護師免許または
准看護師免許
普通運転免許（AT限定可）

不問

3月12日 01232-206081 看護師または准看護師 パート ¥1,300 ～ ¥1,500 不問 江別市
看護師免許または
准看護師免許
普通運転免許（AT限定可）

不問

3月12日 01232-209981 医療事務員(4ヵ月以上） パート ¥850 ～ ¥950 不問 江別市
普通運転免許（AT限定可）
（有資格者優遇）

不問

3月12日 01232-207381 医療事務員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 江別市
普通運転免許（AT限定可）
（有資格者優遇）

不問

3月12日 01010-4081781
介護スタッフ
(4ヵ月以上）

パート ¥830 ～ ¥900 不問 江別市
介護職員初任者研修修了
者及びﾍﾙﾊﾟｰ２級以上

不問

3月12日 01010-4079681
介護スタッフ
(4ヵ月以上）

パート ¥830 ～ ¥900 不問 江別市
介護職員初任者研修修了
者及びﾍﾙﾊﾟｰ２級以上

不問

3月12日 01232-240381 放課後児童会指導員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-405781 (パ）看護師(4ヵ月以上） 一般 ¥203,438 ～ ¥235,988 不問 江別市 看護師または准看護師免許 不問

2月13日 01232-302081 看護師・准看護師 一般 ¥183,000 ～ ¥199,000 不問 江別市 看護師・准看護師免許 不問

2月13日 01232-421781 データ入力業務(4ヵ月以上） 一般 ¥131,828 ～ ¥131,828 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-382781 通所介護職員 一般 ¥167,500 ～ ¥264,100 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

2月13日 01232-385181 支援員 一般 ¥167,500 ～ ¥264,100 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

2月13日 01010-5741881 （有期）介護職員(4ヵ月以上） 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

2月13日 01232-337081 （非）調理員(4ヵ月以上） 一般 ¥124,950 ～ ¥124,950 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-255281 正・准看護師(4ヵ月以上） パート ¥1,360 ～ ¥1,450 不問 江別市
看護師免許
又は准看護師免許

不問

2月13日 01232-376281 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-304681 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-260481 介護職員(4ヵ月以上） パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-339681 調理補助(4ヵ月以上） パート ¥850 ～ ¥850 不問 江別市 不問 不問
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