
提供：ハローワーク岩内 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

5月21日 01201-1042681
システムエンジニア・
プログラマー

一般 ¥146,000 ～ ¥288,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01131-1098881 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 不問 不問

5月21日 01201-1043981 企画・営業 一般 ¥146,000 ～ ¥288,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01131-1088781 メンテナンス作業員 一般 ¥166,334 ～ ¥233,334 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01131-1082081 洋食調理スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 18歳以上 ニセコ町 不問 不問

5月21日 01131-1080281
ㇾストランスーパーバイ
ザー

一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

5月21日 01131-1069981 店員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 倶知安町 不問 不問

5月21日 01131-1079481 青果物の加工作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

5月14日 01130-492981 乳製品の製造工 パート ¥850 ～ ¥850 不問 岩内町 普通免許（通勤） 不問

5月14日 01130-353981 保育補助スタッフ パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 岩内町 不問 不問

5月14日 01010-9638781 調理員 一般 ¥146,000 ～ ¥157,000 不問 寿都町 不問 不問

5月14日 01130-237281 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥200,000 不問 寿都町 普通免許（AT限定可）
ＰＣ操作（エクセル・ワー
ド）操作可能な方

5月14日 01130-409681 水産加工員 一般 ¥137,808 ～ ¥137,808 不問 岩内町 不問 不問

5月14日 01130-221081 技術員 一般 ¥157,000 ～ ¥281,780 不問 岩内町 普通免許 不問

5月14日 01131-711781 職業指導員 一般 ¥147,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

5月14日 01131-834281 総合事務職 一般 ¥175,000 ～ ¥185,000 不問 倶知安町 普通免許 PC操作(ｴｸｾﾙ可能な方）

5月14日 01131-547081 介護員(グループホーム） 一般 ¥141,900 ～ ¥207,300 不問 倶知安町 不問 不問

5月14日 01131-529281 調理人 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 不問 不問

5月14日 01131-700981 クリーンスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

5月14日 01131-858781 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 ニセコ町 不問 不問

5月14日 01131-846681 児童指導員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問
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5月14日 01131-1003581 調理補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 不問 不問

5月14日 01131-525581 看護助手 パート ¥850 ～ ¥1,100 不問 京極町 不問 不問

5月14日 01131-867781 清掃係 パート ¥1,000 ～ ¥1,300 不問 ニセコ町 不問 不問

5月2日 01130-429781 客室係 一般 ¥139,440 ～ ¥139,440 18歳以上 岩内町 不問 不問

5月2日 01131-909181 一般事務員 一般 ¥143,000 ～ ¥143,000 不問 倶知安町 不問
ＰＣ操作（エクセル・ワー
ド）操作可能な方

5月2日 01131-912581 一般事務・受付フロント係 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許証（AT可）
ＰＣ操作（エクセル・ワー
ド）操作可能な方

4月26日 01130-416381 事務員 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 不問 寿都町 普通免許証（AT可）
ＰＣ操作（エクセル・ワー
ド）操作可能な方

4月26日 01131-9000081 調理補助 一般 ¥153,120 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 不問 不問

4月26日 01131-872981 配送員 一般 ¥161,150 ～ ¥221,150 35歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

4月26日 01131-893281 ホールスタッフ パート ¥830 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

4月26日 01131-880981 クリーニングスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 倶知安町 不問 不問

3月9日 01131-432081 町長秘書(4ヶ月以上) 一般 ¥114,900 ～ ¥157,800 不問 倶知安町 不問 不問

3月9日 01131-445581 事務補助員(4ヶ月以上) 一般 ¥134,800 ～ ¥134,800 不問 倶知安町 不問
ＰＣ使用可能な方
（ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ・一太郎等）

3月9日 01131-425381 事務補助・窓口業務 一般 ¥110,000 ～ ¥152,500 不問 倶知安町 不問
ＰＣ（ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ）等の基
本的な操作できる方

3月9日 01131-439881 事務員 一般 ¥128,700 ～ ¥128,700 不問 倶知安町 不問 基本的なＰＣ操作が可能な方

3月9日 01130-154481 一般事務(4ヶ月以上) パート ¥870 ～ ¥1,061 不問 岩内町 不問 ＰＣ操作

3月9日 01130-162481 経理事務(4ヶ月以上) パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許証（AT可）
ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙのできる方
事務経験
簿記３級尚可

3月9日 01130-157281 調理補助(4ヶ月以上) パート ¥870 ～ ¥870 不問 岩内町 不問 不問

3月9日 01130-158181 調理補助(4ヶ月以上) パート ¥870 ～ ¥870 不問 岩内町 不問 不問

3月9日 01131-454481
一般事務補助・窓口業務
等

パート ¥880 ～ ¥890 不問 倶知安町 不問
ＰＣ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ等）
の基本操作

3月9日 01131-455781 事務補助員 パート ¥880 ～ ¥890 不問 倶知安町 不問
ＰＣ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ等）
の基本操作

3月9日 01131-433381
電話交換業務
(4ヶ月以上)

パート ¥850 ～ ¥850 不問 倶知安町 不問 不問
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3月9日 01131-427981
調剤薬局事務兼助手
(4ヶ月以上)

パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

3月2日 01130-96181 看護師 一般 ¥255,000 ～ ¥255,000 不問 岩内町 正看護師又は准看護師 不問

3月2日 01131-308981 総合職事務員 一般 ¥180,100 ～ ¥204,700 不問 岩内町 普通免許 不問

3月2日 01131-186081 看護師 一般 ¥180,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 看護師（准看も可） 不問

3月2日 01131-68981 職業指導員 一般 ¥147,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

3月2日 01131-226381 総合事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 不問 倶知安町 普通免許
ＰＣ操作
（ｴｸｾﾙ可能な方）

3月2日 01131-223281 一般事務(4ヶ月以上) 一般 ¥147,000 ～ ¥165,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可）
ＰＣ操作
（ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ）

3月2日 01131-190781 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

3月2日 01130-1138571 看護師(4ヶ月以上) パート ¥1,800 ～ ¥1,800 不問 岩内町
正看護師
普通免許

不問

3月2日 01130-45181 介護士(4ヶ月以上) パート ¥840 ～ ¥910 不問 岩内町 不問 不問

3月2日 01130-1145671 介護士(4ヶ月以上) パート ¥980 ～ ¥980 不問 岩内町 不問 不問

3月2日 01130-46081 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ(4ヶ月以上) パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩内町
ﾍﾙﾊﾟｰ２級
普通免許（AT限定可）

不問
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