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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

8月20日 01100-5373581 クラーク(健診センター） 一般 ¥131,900 ～ ¥131,900 不問 室蘭市 不問
パソコン操作（ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ使用によ
り
定型フォームへの入力が出来る事

8月20日 01100-5386181 薬局助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 室蘭市 不問 倉庫・運送業務経験者優遇

8月20日 01100-5387081 薬局助手 一般 ¥141,750 ～ ¥141,750 不問 室蘭市 不問 倉庫・運送業務経験者優遇

8月20日 01100-5409181 調理補助 パート ¥835 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 不問 実務経験あれば尚可

8月20日 01100-5413481 客室清掃員 パート ¥815 ～ ¥815 不問 登別市 不問 不問

8月20日 01100-5415881 洗濯作業員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 登別市 不問 不問

8月20日 01100-398981 販売員(鮮魚部門） パート ¥820 ～ ¥820 不問 室蘭市 不問 不問

8月20日 01100-5390481
病院内レストラン受付・
調理補助

パート ¥811 ～ ¥811 不問 室蘭市 不問 不問

8月20日 01100-5405481 客室清掃 パート ¥830 ～ ¥830 不問 登別市 不問 不問

8月20日 01101-1926681 清掃員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 伊達市 不問 不問

8月20日 01100-5371681 調理補助員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

8月15日 01100-5359881 一般事務職 一般 ¥138,500 ～ ¥254,500 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

8月15日 01010-31941581 売店スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 59歳以下 登別市 不問 物販の経験者尚可

8月15日 01010-31946181 フロントスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 登別市 不問 ホテルフロント経験者優遇

8月15日 01010-31939081 売店スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 59歳以下 洞爺湖町 不問 物販の経験者尚可

8月15日 01010-31938181 フロントスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 59歳以下 洞爺湖町 普通運転免許 ホテルフロント経験者優遇

8月15日 01100-5350281 事務員 一般 ¥141,000 ～ ¥145,000 不問 登別市
普通運転免許
（マイカー通勤必須・業務に使用）

パソコン（ワード・エクセル）操作

8月15日 01100-5346681 一般事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥175,000 44歳以下 登別市
普通運転免許
（ＡＴ限定可・マイカー通勤必須）

不問

8月15日 01101-1917381 一般事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 伊達市 普通運転免許（業務使用） 不問

8月15日 01101-1908081 体験指導員 一般 ¥183,000 ～ ¥183,000 不問 洞爺湖町
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

パソコン操作（ワード・エクセル・パ
ワーポイント）可能な方

8月15日 01100-5364981 医療事務スタッフ パート ¥850 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問
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8月15日 01101-1922281 調理員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 伊達市 不問 不問

8月15日 01101-1923181 厨房係 パート ¥880 ～ ¥1,000 不問 伊達市 不問 不問

8月15日 01101-1920781 施設清掃員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 壮瞥町 不問 不問

8月15日 01100-5349481 歯科助手 パート ¥810 ～ ¥810 不問 登別市 不問 不問

8月15日 01100-5336081 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問
パソコン（エクセル・ワード）操作可能な
方
事務経験あれば尚可

8月15日 01101-1914281 清掃員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 豊浦町 不問 不問

8月15日 01100-5325881 内勤事務員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 室蘭市 普通運転免許（ＡＴ限定可・通勤用） パソコン操作（エクセル・ワード）

8月6日 01100-5304381 介護職 一般 ¥176,900 ～ ¥186,900 不問 室蘭市 不問 不問

8月6日 01101-1904781 介護員 一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 不問 壮瞥町 不問 不問

8月6日 01101-1905881 一般事務員（図書館） 一般 ¥129,600 ～ ¥129,600 不問 伊達市 不問 不問

8月6日 01100-5282381
障がい者就労訓練支援
員

一般 ¥164,500 ～ ¥198,000 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定不可・業務に使用）

不問

8月6日 01020-11619081 事務員 一般 ¥142,500 ～ ¥142,500 不問 室蘭市 不問 パソコン操作できる方

8月6日 01100-5212881 事務職（経理） 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 室蘭市 不問 パソコン操作必須・会計ソフトの使用経験・簿記3級程度

8月6日 01100-5073981 受付事務員 一般 ¥131,900 ～ ¥131,900 不問 室蘭市 不問 パソコン操作（ワード・エクセル使用により定型フォームへの入力ができる事）

8月6日 01100-5092781 経理事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 室蘭市
日商簿記3級
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

パソコン（ワード・エクセル）の操作でき
る方・経理事務の実務経験をお持ちの
方

8月6日 01100-5099981 一般事務員 一般 ¥132,840 ～ ¥147,600 不問 室蘭市 不問 不問

8月6日 01100-5178681 総務・経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定不可・業務に使用）

事務経験者・パソコン操作できる方（エクセル・ワード）

8月6日 01100-4969181 事務補助員（土木課） 一般 ¥126,600 ～ ¥126,600 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

パソコン操作できる方（エクセル・ワード）

8月6日 01100-4954381 経理係 一般 ¥157,440 ～ ¥165,840 不問 登別市 不問 パソコン操作（ワード・エクセル使用により定型フォームへの入力ができる事）

8月6日 01100-5247181 販売員 一般 ¥125,742 ～ ¥125,742 不問 室蘭市 不問 不問

8月6日 01100-5221281 リハビリ室助手スタッフ 一般 ¥132,600 ～ ¥140,400 不問 室蘭市 不問 不問

8月6日 01100-5199881 介護職 一般 ¥170,000 ～ ¥240,000 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問
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8月6日 01100-5185381 介護員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 登別市
普通運転免許（AT限定可・業務に使用）
ホームヘルパー2級・介護職員初任者研
修以上

介護経験あれば尚可

8月6日 01100-5004081 看護補助員 一般 ¥156,500 ～ ¥156,500 不問 登別市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月6日 01100-5058981 介護職員 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 59歳以下 登別市
介護職員初任者研修修了者・
(ヘルパー2級)以上

不問

8月6日 01100-5216381 清掃員 一般 ¥141,050 ～ ¥141,050 59歳以下 室蘭市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

8月6日 01100-5226981 ルート宅配 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 登別市
普通運転免許（AT限定可：免許取得後1
年以上、過去3年間に交通違反が3回未
満の方）

不問

8月6日 01100-5187981 洗車・回送員 一般 ¥129,600 ～ ¥129,600 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可）
普通自動車免許取得後1年以上の
方・
ペーパードライバ－不可

8月6日 01101-1707281 事務補助員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 伊達市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

パソコン操作（エクセル・ワード）
経理事務経験者優遇

8月6日 01101-1703581 臨時事務員 一般 ¥153,750 ～ ¥153,750 不問 伊達市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

パソコン操作（一太郎・ワード・エクセル）

8月6日 01240-15655681 調剤事務・調剤助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） パソコン基本操作可能な方

8月6日 01240-15657581 調剤事務・調剤助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月6日 10020-14199481 店舗スタッフ パート ¥860 ～ ¥1,050 不問 室蘭市 不問 不問

8月6日 01100-5298181 介護スタッフ パート ¥900 ～ ¥950 不問 室蘭市
介護福祉士・ホームヘルパー2級・
介護職員初任者研修以上 介護経験あれば尚可

8月6日 01100-5292981 菓子製造職 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

8月6日 01101-1902581 加工作業員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 伊達市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月6日 01100-4905981 調理スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,200 59歳以下 室蘭市 不問 不問

8月6日 01100-5277481 経理事務員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 室蘭市 不問
パソコン操作（エクセル・ワード）
経理事務経験者

8月6日 01100-5080681 事務員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

パソコン操作（エクセル・ワード）
経理事務経験者

8月6日 01100-4999481 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可）
パソコン操作（エクセル・ワード）
事務の実務経験あれば尚可

8月6日 01100-5249381 販売員（精肉担当） パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

8月6日 01100-5205281 看護補助員（日勤） パート ¥910 ～ ¥910 不問 登別市 不問 不問

8月6日 01100-5086281 ホームヘルパー パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 室蘭市
ホームヘルパー２級以上
普通運転免許（通勤用・業務に使用）

不問

8月6日 01100-5013381 ヘルパー（介護） パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 登別市
ホームヘルパー２級（必須）
普通運転免許（ＡＴ限定可・業務に使用）

不問
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8月6日 01100-4991881 世話人 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問 不問

8月6日 01100-5225681
ホールスタッフ（ラーメン
店）

パート ¥810 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 不問 不問

8月6日 01100-5093881
調理補助・ホールスタッ
フ

パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

8月6日 01100-5049681 食器洗浄係 パート ¥850 ～ ¥850 不問 登別市 不問 不問

8月6日 01100-5021081 調理スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 登別市 不問 不問

8月6日 01100-4984281 調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

8月6日 01100-5230081 浴場清掃員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 登別市 不問 不問

8月6日 01100-5101081 清掃作業員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 登別市 不問 不問

8月6日 01100-5251481 パック作業員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 室蘭市 不問 不問

8月6日 01100-5220881
ワイヤーハーネス
組立・検査工

パート ¥842 ～ ¥842 59歳以下 室蘭市 不問 不問

7月31日 01100-4898081 一般事務員 一般 ¥132,000 ～ ¥164,000 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・通勤用）

パソコン基本操作（ワード・エクセル）

7月31日 01100-4900281 窓口事務員（郵便局） 一般 ¥119,520 ～ ¥119,520 不問 登別市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

7月31日 01100-4893481 医療事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥210,000 40歳以下 室蘭市 不問 不問

7月31日 01101-1700381 受付事務員・検査補助 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 35歳以下 伊達市 不問 不問

7月31日 01100-4869581 事務補助員 一般 ¥126,600 ～ ¥126,600 不問 室蘭市 不問 パソコン操作（ワード・エクセル）

7月31日 01100-4870881 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 不問 室蘭市
普通自動車免許
（ＡＴ限定可・マイカー通勤必須）

パソコン操作（ワード・エクセル）
事務の実務経験あれば尚可

7月31日 01100-4860481 電話交換 一般 ¥133,000 ～ ¥150,000 不問 室蘭市 不問 不問

7月31日 01100-4843581
来館者・施設利用申請
の受付

一般 ¥145,350 ～ ¥145,350 不問 室蘭市 不問 パソコン基本操作（ワード・エクセル）

7月31日 01190-6860081 一般事務員 一般 ¥132,300 ～ ¥132,300 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月31日 01100-4895881 販売員（精肉部門） パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

7月31日 01100-4892581 クリーンスタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

7月31日 01010-29395581 調理補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問
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7月31日 01101-1689981 調理補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 伊達市 不問 不問

7月31日 01100-4876981 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 パソコン操作（ワード・エクセル）

7月31日 01101-1691881 事務補助員 パート ¥880 ～ ¥1,160 不問 洞爺湖町 不問 パソコン基本操作（一太郎・ワード・エクセル）

7月31日 01101-1680581 パン販売員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 伊達市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

7月31日 01101-1683881 ケアワーカー パート ¥946 ～ ¥978 不問 伊達市 不問 不問

7月31日 01100-4854881 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 不問 パソコン入力でブラインドタッチできる方

7月31日 01100-4859681 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問　（経理経験者尚可）

7月31日 01100-4850981 生活支援員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

パソコン操作（簡単な入力業務）

7月31日 01100-4851581 データ入力員 パート ¥810 ～ ¥890 不問 登別市 不問 不問

7月31日 01100-4846881 レストラン業務（厨房） パート ¥820 ～ ¥820 不問 登別市 不問 不問

7月23日 01100-4836481 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・通勤用）

パソコン基本操作（ワード・エクセル）

7月23日 01100-4838881 事務総合職 一般 ¥160,000 ～ ¥300,000 不問 室蘭市 不問
決算業務・会計ソフト使用経験者・
簿記2級程度の知識

7月23日 01100-4802781 清掃員（構内） 一般 ¥134,611 ～ ¥144,173 不問 室蘭市 不問 清掃実務経験あれば尚可

7月23日 01100-4835581 送迎職員（施設介護員） 一般 ¥136,519 ～ ¥136,519 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

7月23日 01190-6775681 野菜の選別作業員 一般 ¥156,750 ～ ¥156,750 不問 洞爺湖町 不問 不問

7月23日 01101-1673481 ケアワーカー（財田の杜） パート ¥1,034 ～ ¥1,084 不問 洞爺湖町 不問 不問

7月23日 01100-4830181 野菜加工・惣菜作業員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 洞爺湖町 不問 不問

7月23日 01100-4815381 事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 登別市 不問 不問

7月23日 01100-4803881 清掃員（構内） パート ¥810 ～ ¥830 不問 室蘭市 不問 不問

7月23日 01100-4796981 指導員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問 不問

7月17日 01230-14738981 商品管理・一般事務員 一般 ¥126,650 ～ ¥152,150 不問 室蘭市 不問 不問

7月17日 01100-4743381 臨時事務補助 一般 ¥135,030 ～ ¥135,030 不問 登別市 不問 パソコン操作（ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)
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7月17日 01101-1650881 サービスフロント 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 伊達市 普通運転免許（AT限定可） フロント業務及び事務経験者優遇

7月17日 01100-4720581 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

7月17日 01100-4775281 販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 登別市 不問 不問

7月17日 01100-4784181 客室清掃業務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問 不問

7月17日 01100-4745981 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月17日 01100-4737981 クリーニング宅配スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 登別市
普通運転免許
（AT限定不可・業務に使用）

不問

7月17日 01101-1654381 グループホーム世話人 パート ¥975 ¥975 不問 壮瞥町
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

7月17日 01100-4717181 指導員・児童指導員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

7月10日 01100-4715881 事務員 一般 ¥132,930 ～ ¥132,930 不問 室蘭市 不問 パソコン操作（ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)

7月10日 01100-4707881 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 40歳以下 室蘭市 普通自動車免許
（マイカー通勤必須・業務使用借上） 不問

7月10日 0100-4706781 営業事務 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 室蘭市 不問 不問

7月10日 01100-4682481 総合事務員 一般 ¥153,000 ～ ¥250,000 不問 登別市
普通運転免許
（AT限定不可・業務に使用）

パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）

7月10日 01100-4678181 事務員 一般 ¥110,500 ～ ¥110,500 不問 室蘭市 普通運転免許
（AT限定可・通勤及び業務に使用）

パソコン操作できる方(ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ）

7月10日 01100-4657481 薬局助手 一般 ¥131,000 ～ ¥131,000 不問 登別市 不問 パソコン操作できる方(ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ）

7月10日 01100-4261581 清掃員 一般 ¥141,000 ～ ¥150,000 不問 室蘭市 不問 不問

7月10日 01100-4274181 菓子販売員 一般 ¥140,616 ～ ¥140,616 不問 登別市 不問 不問

7月10日 01100-4312081 事務員(栄養課） 一般 ¥131,000 ～ ¥131,000 不問 登別市
普通自動車免許
（マイカー通勤必須）

パソコン操作できる方(ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ）

7月10日 01100-4362181 一般事務員 一般 ¥135,500 ～ ¥200,000 40歳以下 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）ができる事

7月10日 01100-4363081 営業事務員 一般 ¥135,500 ～ ¥235,000 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月10日 01100-4367581 看護助手 一般 ¥136,850 ～ ¥160,340 不問 室蘭市 不問 不問

7月10日 01100-4396081 歯科助手 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 不問 室蘭市 不問 不問

7月10日 01100-4420981 介護職員 一般 ¥154,650 ～ ¥174,650 不問 室蘭市
介護職員初任者研修
(ヘルパー2級)

実務経験者尚可

6 ページ



提供：ハローワーク室蘭
提供：ﾊﾛｰﾜｰｸ・ﾌﾟﾗｻﾞ中島

平成30年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

7月10日 01100-4496581 一般事務員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 不問 室蘭市 不問 不問

7月10日 01100-4547181 遊戯場担当員 一般 ¥143,127 ～ ¥143,127 不問 登別市
普通自動車免許
（通勤用：原則マイカー通勤）

不問

7月10日 01100-4705481 支援員 パート ¥900 ¥900 不問 登別市 不問 不問

7月10日 01100-4697681
うずら製品及び
うずら菓子製造

パート ¥810 ¥810 不問 室蘭市
普通自動車免許(通勤用(必須）
（公共交通機関が不便な為）

不問

7月10日 01240-13951081 日給制ホームヘルパー パート ¥911 ～ ¥911 不問 室蘭市
介護福祉士・介護職員基礎研修・介護職員実務者研修・介護書君初
任者研修(旧ﾍﾙﾊﾟｰ2級）の何れ
かお持ちの方・普通自動車免許（AT限定可）

不問

7月10日 01101-1631581 店舗スタッフ パート ¥810 ～ ¥900 不問 伊達市 不問 不問

7月10日 01100-4239881 メンテナンススタッフ パート ¥830 ～ ¥830 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

7月10日 01100-4316581 介護職員 パート ¥810 ～ ¥856 不問 登別市 普通運転免許(通勤） 不問

7月10日 01100-4325581 ヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 登別市
普通運転免許（AT限定可・業務に使用）
介護職員初任者研修（ﾍﾙﾊﾟｰ2級）
(必須）

不問

7月10日 01100-4328881 構内の作業補助 パート ¥820 ～ ¥820 不問 登別市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

7月10日 01100-4349681 調理補助 パート ¥810 ～ ¥860 不問 室蘭市 不問 不問

7月10日 01100-4395181 調理補助 パート ¥810 ～ ¥850 不問 登別市 不問 不問

7月10日 01100-4417281
看護助手
(入浴介助専任）

パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問

7月10日 01100-4418181 介護職員 パート ¥890 ～ ¥980 不問 室蘭市
介護職員初任者研修
(ヘルパー2級)

実務経験者尚可

7月10日 01100-4491181 清掃スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問 経験者優遇

7月10日 01100-4549381 開店前準備ｽﾀｯﾌ パート ¥840 ～ ¥870 不問 室蘭市 不問 不問

7月10日 01100-456881 支援員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 登別市
普通自動車免許
（AT限定可：マイカー通勤必須）

不問

7月10日 01100-4633881 介護員 パート ¥930 ～ ¥960 不問 室蘭市 不問 不問　介護の実務経験ある方であれば尚可

7月3日 01100-4214281 嘱託職員 一般 ¥151,000 ～ ¥151,000 不問 室蘭市
普通運転免許（AT限定可・ペーパー不
可）

パソコン操作（ワード・エクセル）必須

7月3日 01100-4224081 医療事務員 一般 ¥117,000 ～ ¥117,000 不問 室蘭市 不問 経験あれば尚可

7月3日 01100-4222281 看護補助員 一般 ¥167,860 ～ ¥167,860 不問 室蘭市 不問 不問

7月3日 01100-4221881 看護補助員 一般 ¥143,500 ～ ¥143,500 不問 室蘭市 不問 不問
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7月3日 01100-4201981 事務職員 一般 ¥142,000 ～ ¥142,000 不問 室蘭市 不問 パソコン操作（ワード・エクセル）

7月3日 01232-1545281 バネの加工・検査 一般 ¥132,800 ～ ¥132,800 不問 室蘭市 不問 不問

7月3日 01100-4183581 契約介護職員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月3日 01100-4186881 清掃員 一般 ¥135,513 ～ ¥135,513 不問 室蘭市 不問 不問

7月3日 40060-14199681 事務職員 一般 ¥160,000 ～ ¥190,000 不問 室蘭市 不問（日商簿記検定あれば尚可）
不問（ワード・エクセル等の表計算、
データ作成できる方尚可）

7月3日 01100-4170181 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 室蘭市
普通自動車免許
（AT限定可・業務で使用）

不問

7月3日 01100-4212781 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥900 59歳以下 室蘭市
普通自動車免許
（AT限定可・業務で使用）

初歩的なパソコン操作
業界未経験者大歓迎（研修制度あ
り）

7月3日 01100-4202581 事務職員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問

7月3日 01100-4197081 償還促進協力員 パート ¥1,063 ～ ¥1,109 不問 室蘭市 不問 不問

7月3日 40060-14244981 事務職員 パート ¥810 ～ ¥930 不問 室蘭市 不問 不問

6月25日 01100-4161181 世話人 一般 ¥173,200 ～ ¥173,200 不問 室蘭市
普通自動車免許
（AT限定可・業務で使用）

不問

6月25日 01232-1511181 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥185,000 35歳以下 洞爺湖町 普通運転免許（AT限定可）
パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)
事務経験あれば尚可

6月25日 01101-1457781 看護助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 伊達市 不問 不問

6月25日 01101-1454981 医療事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥155,000 不問 伊達市
普通自動車免許
（AT限定可・業務で使用）

不問

6月25日 01100-4159481 事務員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 室蘭市 普通運転免許（必須・業務用） パソコン操作（ワード・エクセル）

6月25日 01100-4162081 世話人 パート ¥850 ～ ¥850 不問 登別市 不問 不問

6月25日 01101-1461681 事務員 パート ¥810 ～ ¥880 不問 壮瞥町 不問
ホテル・ドライブインなどでの予約・
受付業務の経験必須

6月25日 01100-4149981 保険事務・営業補助 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市
普通自動車免許
（AT限定可・業務で使用）

パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)
保険事務等の実務経験者であれば尚
可

6月20日 01100-4109581 労務経理事務員 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 不問 室蘭市
普通運転免許（AT限定可・
マイカー通勤必須）

パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)
実務経験あれば尚可

6月20日 01100-4082081 クリーンスタッフ 一般 ¥136,688 ～ ¥136,688 不問 室蘭市 不問 不問

6月20日 01010-23241881 介護職員 一般 ¥150,656 ～ ¥172,000 不問 室蘭市
普通運転免許（AT限定可）
介護職員初任者研修修了者
(ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級)あれば尚可

不問

6月20日 01101-1441181 レストランスタッフ 一般 ¥138,635 ～ ¥138,635 不問 洞爺湖町 不問 不問
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6月20日 01100-4058081 診療クラーク 一般 ¥133,000 ～ ¥180,000 不問 室蘭市 不問
パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙを使って
定型フォームへの入力が出来る事）

6月20日 01100-4052581 製品検査スタッフ 一般 ¥135,400 ～ ¥190,000 39歳以下 室蘭市
普通自動車免許(ﾏｲｶｰ通勤できる方・公共交通機関
時間外の勤務あり） 不問

6月20日 01100-4111281 事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 パソコン(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)

6月20日 01100-4100481 洗濯・清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

6月20日 01101-1451081 厨房スタッフ パート ¥950 ～ ¥950 不問 洞爺湖町 不問 不問

6月20日 01100-4068681 清掃作業員 パート ¥815 ～ ¥815 不問 登別市 不問 不問

6月20日 01100-4069981 客室清掃員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 登別市 不問 不問

6月20日 01100-4065181 客室清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問
室蘭・登別
伊達

不問 不問

6月20日 01101-1442081 一般事務員 パート ¥830 ～ ¥940 不問 伊達市 不問 不問

6月20日 01101-1443381 事務スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 洞爺湖町 普通運転免許（必須・通勤用） 不問

6月20日 01100-4053481 事務員兼介護用品販売 パート ¥880 ～ ¥880 不問 室蘭市 不問
パソコン操作できる方、
介護関係経験者、尚可

6月20日 01100-4055881 介護職員 パート ¥930 ～ ¥930 不問 室蘭市 不問 不問

6月12日 01100-2892081 販売員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 室蘭市 不問 不問

6月12日 01100-2990381 飲食店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 不問 不問

6月12日 01100-4030881 一般事務員 一般 ¥135,787 ～ ¥135,787 44歳以下 室蘭市
普通自動車免許
（AT限定可・業務で使用）

パソコンできる方

6月12日 01100-4022881 医事課職員 一般 ¥155,500 ～ ¥202,500 不問 登別市 診療情報管理士有資格者歓迎 経験者優遇

6月12日 01100-3999781 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 40歳以下 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）

6月12日 13010-68909981 レストランスタッフ 一般 ¥200,500 ～ ¥266,800 61歳以下 室蘭市 不問 ｻｰﾋﾞｽ業経験者・業界経験者歓迎

6月12日 01100-3987681 一般事務員 一般 ¥140,400 ～ ¥140,400 不問 室蘭市
普通自動車免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

6月12日 01100-3980481 事務員 一般 ¥131,900 ～ ¥131,900 不問 室蘭市 不問
パソコン(ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞでのデータ処理）
操作できる方

6月12日 01100-3973781 ハウスキーパー 一般 ¥136,688 ～ ¥136,688 不問 室蘭市 不問 不問

6月12日 01020-8773581
医薬品外交販売員
(ルート伊達市・室蘭市）

一般 ¥185,000 ～ ¥220,000 不問 伊達市
普通運転免許（AT限定不可）他、関連資
格者優遇

不問
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6月12日 01101-1434081 介護職員 パート ¥953 ～ ¥953 不問 洞爺湖町
普通自動車免許
（業務用：AT限定可）

パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）

6月12日 01100-4025081 清掃員 パート ¥810 ～ ¥830 不問 室蘭市 不問 不問

6月12日 01100-4026381 清掃員 パート ¥810 ～ ¥830 不問 室蘭市 不問 不問

6月12日 01100-4034381 清掃員 パート ¥820 ～ ¥820 不問 室蘭市
普通自動車免許一種
（AT限定可）

不問

6月12日 01101-1431881 事務作業員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 伊達市 不問 パソコン入力程度

6月12日 01232-1405881 就労支援員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 室蘭市
普通自動車免許
（AT限定可）

不問

6月12日 01100-4019681 顧客サービス係 パート ¥820 ～ ¥820 不問 室蘭市
普通自動車免許
（AT限定可・業務に使用）

基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作できる方
(ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ)

6月12日 01230-11780481 カスタマーサービス職 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 不問 不問

6月6日 01100-3868881 飲食店担当員 一般 ¥145,000 ～ ¥250,000 35歳以下 登別市 普通運転免許（AT限定可・通勤用） 不問

6月6日 01100-3959281 児童支援員 一般 ¥167,960 ～ ¥167,960 不問 登別市 保育士免許又は教諭免許 不問

6月6日 01240-11528181 調剤受付事務 一般 ¥141,000 ～ ¥160,000 64歳以下 登別市
医療事務
普通運転免許（ＡＴ限定可） 不問

6月6日 01230-11249281 店頭スタッフ 一般 ¥145,000 ～ ¥260,000 34歳以下 室蘭市 不問 不問

6月6日 01100-3616881 支援員 一般 ¥188,680 ～ ¥188,680 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可・業務用） 不問

6月6日 01240-11420281 調剤事務・調剤助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月6日 01240-11425981 調剤事務・調剤助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 登別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月6日 01240-11424681 調剤事務・調剤助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 室蘭市 普通運転免許（AT限定可）
基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方

6月6日 01100-3607781 経理事務員 一般 ¥144,000 ～ ¥152,000 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可・業務用）
基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方
事務実務経験あれば尚可

6月6日 01100-3610381 配送員 一般 ¥220,000 ～ ¥220,000 不問 登別市
中型自動車免許（8t)か
準中型自動車免許

不問

6月6日 01100-3619081 清掃員 一般 ¥141,050 ～ ¥141,050 59歳以下 室蘭市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

6月6日 01100-3603681 職業指導員 一般 ¥178,713 ～ ¥184,166 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可・業務用） パソコン操作（入力業務）

6月6日 01100-3592781 事務員 一般 ¥131,900 ～ ¥131,900 不問 室蘭市 不問 不問

6月6日 01100-3599981 事務補助員 一般 ¥141,400 ～ ¥141,400 不問 室蘭市 不問 パソコン操作（ワード・エクセル）
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6月6日 01240-11374881 調剤事務・調剤助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 伊達市 普通運転免許（AT限定可）
基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方

6月6日 01101-1220881 臨時支援員 一般 ¥153,750 ～ ¥153,750 不問 伊達市 普通運転免許（AT限定可・業務用） 不問

6月6日 01100-3654581 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 登別市 不問 パソコン操作（ワード・エクセルの入力程度）

6月6日 13010-67443881
パチンコ店・ホール・
カウンター業務

パート ¥1,200 ～ ¥1,200 18歳以上 室蘭市 不問 不問

6月6日 01100-3612981 生活支援員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可・業務用） 不問

6月6日 01100-3614481 職業指導員（パン担当） パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可・業務用）
パン作り経験ある方
パソコン操作（簡単な入力業務）

6月6日 01100-3605581 医療助手 パート ¥880 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 パソコン操作（ワード・エクセル）

6月6日 01100-3608881 経理事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可・業務用）
基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方
事務実務経験あれば尚可

6月6日 01100-3602381 調理師 パート ¥900 ～ ¥950 不問 室蘭市 不問 不問

6月6日 01100-3598681 ホールスタッフ・調理補助 パート ¥850 ～ ¥950 不問 室蘭市 不問 不問

6月6日 01100-3591481 歯科助手 パート ¥810 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 不問 不問

6月6日 01240-11355581 店内作業・レジ業務 パート ¥810 ～ ¥834 不問 伊達市 不問 不問

5月30日 01100-3577881 一般事務員 一般 ¥145,350 ～ ¥145,350 不問 室蘭市 不問
基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方

5月30日 01100-3545281 総務・経理事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可・業務用）
事務経験者
パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）

5月30日 01100-3539081 総合事務員 一般 ¥151,000 ～ ¥151,000 不問 室蘭市
普通運転免許（AT限定可・ペーパー不
可）

パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）必須
パワーポイント（プレゼンテーション）できれ
ば尚可・接客等経験あれば尚可

5月30日 01100-3516581 卵選別作業 一般 ¥142,800 ～ ¥151,200 不問 登別市 普通運転免許（マイカー通勤必須） 不問

5月30日 01100-3558981 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥950 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） パソコン操作可能な方(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）

5月30日 01100-3561281 レジ担当 パート ¥810 ～ ¥810 不問 登別市 不問 不問

5月30日 01010-20710081 厨房スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 壮瞥町 不問 不問（調理業務経験ある方歓迎）

5月30日 01100-3514681 調理補助員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

5月30日 01100-3501881 医療事務スタッフ パート ¥850 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問

5月30日 01100-3493981 介護スタッフ パート ¥900 ～ ¥950 不問 室蘭市
ホームヘルパー2級・介護職員初任者研修以
上・介護福祉士
普通自動車免許（ＡＴ限定可・業務用）

不問（介護経験あれば尚可）
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5月30日 01101-1204881 販売員 パート ¥810 ～ ¥950 不問 伊達市 不問 不問

5月22日 01100-3485681 児童指導員・指導員 パート ¥850 ～ ¥1,600 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可・業務用） 不問

5月22日 01100-3452981 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

5月22日 01100-3418681 クラーク・総務 パート ¥850 ～ ¥950 不問 登別市 不問
パソコン操作（電子カルテ入力業務に対応
可能な方）
内科での実務経験者は優遇

5月22日 01230-10289881 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥152,000 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 事務経験あれば尚可

5月22日 01100-3434681 総合事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可・業務用）
事務経験者
パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）

5月22日 01240-10530781 ホームヘルパー 一般 ¥186,000 ～ ¥188,000 不問 室蘭市
普通運転免許・介護職員初任者研修以上・介
護福祉士・介護職員実務者研修のいずれか
必須

不問

5月22日 01100-3409381 ハウスキーパー 一般 ¥136,688 ～ ¥136,688 不問 室蘭市 不問 不問

5月22日 01100-3478981 臨時主事 一般 ¥142,590 ～ ¥142,590 不問 室蘭市 不問 パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）

5月22日 01101-1198781 調理員 一般 ¥188,160 ～ ¥188,160 不問 伊達市 不問 不問

5月22日 01100-3469681 事務職員 一般 ¥137,000 ～ ¥162,000 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可） パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）

5月22日 01101-1191181 事務職員 一般 ¥148,500 ～ ¥148,500 不問 伊達市 普通運転免許（AT限定不可・業務用） 不問

5月22日 01101-1190281 医療事務職員 一般 ¥130,000 ～ ¥210,000 不問 洞爺湖町 普通運転免許（AT限定可・業務用） 経験者優遇

5月15日 01100-3389081 イベント案内スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 登別市 不問 不問

5月15日 01100-3341481 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥840 不問 登別市 不問 不問

5月15日 01100-3378881 清掃作業員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問

5月15日 01100-3364681 菓子製造員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

5月15日 01100-3356681 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

5月15日 01101-1178681 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 洞爺湖町
普通運転免許（AT限定可・
業務使用の場合あり）

パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ入力程度）

5月15日 01100-3386881 一般事務員 一般 ¥140,616 ～ ¥140,616 不問 室蘭市 不問 事務の実務経験をお持ちの方

5月15日 01100-3387281 販売員 一般 ¥140,616 ～ ¥140,616 不問 伊達市 不問 不問

5月15日 01101-1170581 受付事務員 一般 ¥151,700 ～ ¥181,700 不問 伊達市
普通運転免許
（業務に使用AT限定可）

パソコン入力(ﾜｰﾄﾞエクセル）
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5月8日 01100-3037781 調理スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 登別市 不問 不問

5月8日 01100-3062881
ワイヤーハーネス
組立・検査工

パート ¥942 ～ ¥942 59歳以下 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3161381 食器洗浄係 パート ¥850 ～ ¥850 不問 登別市 不問 不問

5月8日 01100-3182781 営業スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月8日 01100-3280281 販売員 パート ¥814 ～ ¥814 59歳以下 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3001481 パック作業員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3314381 販売員 パート ¥125,742 ～ ¥125,742 不問 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3331981 事務補助員 臨時職員 ¥126,600 ～ ¥126,600 不問 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3267381 清掃員 一般 ¥146,700 ～ ¥146,700 不問 登別市 不問 不問

5月8日 01100-3257181
品質管理兼一般事務
員

一般 ¥140,000 ～ ¥198,000 35歳以下 室蘭市 普通運転免許（AT限定可）
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

5月8日 01100-3239781 介護職員 一般 ¥152,500 ～ ¥188,100 不問 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3215281 診療クラーク 契約職員 ¥132,000 ～ ¥180,000 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使用して定型
ﾌｫｰﾑに入力できること）

5月8日 01100-3114981 経理係 契約職員 ¥150,180 ～ ¥165,300 不問 登別市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使用して定型
ﾌｫｰﾑに入力できること）

5月8日 01100-3050981 刺しゅう・プリント加工 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 44歳以下 室蘭市 不問
パソコン操作（イラストレータ使用で
きれば尚可）

5月8日 01100-2988881 介護職員 一般 ¥170,000 ～ ¥240,000 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可・業務用） 不問

5月8日 01100-2980181 介護職員 一般 ¥154,800 ～ ¥172,000 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可・必須） 不問

5月8日 01100-2974681 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 40歳以下 登別市 不問 不問

5月8日 01101-980581 事務職員 一般 ¥153,000 ～ ¥153,000 不問 伊達市 普通運転免許（AT限定可・業務用）
パソコン操作・簿記の経験あれば尚
可

5月8日 01100-2961881 事務職員 一般 ¥127,200 ～ ¥160,000 不問 室蘭市 不問
給与計算・社会保険等の　事務手続
き経験者

5月2日 01100-2944781 調理補助及び配達 パート ¥820 ～ ¥820 不問 登別市
普通運転免許（AT限定可・業務に使用・車両
持ち込みできる方・ペーパードライバ不可）

不問

5月2日 01100-2931381 クリーニング仕上員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

5月2日 01100-2919581 事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 登別市 不問 不問

13 ページ



提供：ハローワーク室蘭
提供：ﾊﾛｰﾜｰｸ・ﾌﾟﾗｻﾞ中島

平成30年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

5月2日 01100-2916381 クラーク パート ¥900 ～ ¥900 不問 登別市 不問 不問

5月2日 01100-2920881 清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 登別市 不問 不問

5月2日 01100-2906181
施設給食調理員
（デイサービス）

パート ¥810 ～ ¥860 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月2日 01101-976281 事務員（いやしの郷） 一般 ¥135,000 ～ ¥155,000 不問 伊達市
普通運転免許（業務用）

不問

5月2日 01101-973481 予約係 契約職員 ¥172,800 ～ ¥241,920 不問 洞爺湖町 不問 パソコン入力できる方・予約業務経験者

5月2日 01100-974781 総務スタッフ 契約職員 ¥139,968 ～ ¥164,160 不問 洞爺湖町 不問 パソコン入力できる方

5月2日 01100-2936781 事務員（総務課） 臨時職員 ¥133,259 ～ ¥133,259 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

5月2日 01100-2929781 介護職員 契約職員 ¥176,200 ～ ¥191,250 不問 登別市 不問 経験者優遇

5月2日 01100-2935481
契約調理員（白鳥保育
所）

契約職員 ¥138,400 ～ ¥138,400 不問 室蘭市 不問 不問

5月1日 01100-2923081 介護職員（デイサービス） 一般 ¥166,000 ～ ¥186,000 不問 室蘭市
介護福祉士、初任者研修、実務者研修のいずれか、
普通運転免許（AT限定可・業務に使用） 介護業務経験あれば尚可

5月1日 01100-2908381 事務員（栄養課） 準職員 ¥131,000 ～ ¥131,000 不問 登別市
普通運転免許（マイカー通勤必須） ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）

可能な方

5月1日 01100-2884081 事務補助員 臨時職員 ¥126,600 ～ ¥126,600 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可）
パソコン（ワード・エクセル）可能な方不動産に関す
る経験があれば尚可

5月1日 01100-2874281 受付事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 室蘭市 不問 不問

5月1日 01100-2873881 事務補助員 臨時職員 ¥126,600 ～ ¥126,600 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

5月1日 01250-2411281
工事事務所での一般事
務

派遣 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 室蘭市 普通運転免許（通勤用）
基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方
事務実務経験あれば尚可

5月1日 01100-2865881 総合事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可） 経理事務経験者優遇

5月1日 01100-2877381 一般事務員 一般 ¥159,000 ～ ¥235,900 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可）
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

5月1日 01100-2863481 一般事務員 一般 ¥140,400 ～ ¥140,400 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月1日 01100-2870581 事務補助員 臨時職員 ¥132,930 ～ ¥132,930 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可）
パソコン（ワード・エクセル等）可能な方町内会等市
民活動に興味のある方

5月1日 01010-16110681 経理事務員 一般 ¥191,580 ～ ¥191,580 不問 室蘭市 日商簿記3級
ﾊﾟｿｺﾝ操作できる方
（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
経理事務経験者

3月5日 01230-3269681
（ア）商品管理
一般事務員

一般 ¥126,650 ～ ¥152,150 不問 室蘭市 不問 不問

3月5日 01100-1214581 経理事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥155,000 不問 室蘭市
高卒以上
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

ﾊﾟｿｺﾝ操作できる方
（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
経理事務経験者
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3月5日 01100-1210081 スクール児童館指導員補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問

3月5日 01100-671281 介護員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 登別市
介護職員初任者研修修了者
（ﾍﾙﾊﾟｰ２級）以上

不問

3月5日 01240-3025281 調理スタッフ パート ¥815 ～ ¥815 不問 伊達市 不問 不問

2月26日 01100-1013581 診療クラーク 一般 ¥132,000 ～ ¥180,000 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ使用により定型ﾌｫｰﾑへの
入力ができる事）

2月26日 01100-786081 臨時事務補助 一般 ¥135,030 ～ ¥135,030 不問 登別市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
操作のできる方

2月26日 01100-1166681 経理事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 室蘭市
高卒以上
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方
事務実務経験あれば尚可

2月19日 01100-965981 受付事務員 一般 ¥131,900 ～ ¥131,900 不問 室蘭市 高校卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ使用により定型ﾌｫｰﾑへの
入力ができる事）

2月19日 01100-912181 外来クラーク 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 不問 室蘭市 高卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使って定型ﾌｫｰﾑへ入力
できる事）

2月19日 01100-1173381 臨時研究補助員 一般 ¥141,540 ～ ¥141,540 不問 室蘭市 高卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・一太郎）
の基本操作ができる方

2月19日 01040-1185181 一般事務員 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 不問 伊達市
高卒以上
普通運転免許/通勤用

ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

2月19日 01100-1162281 窓口及び内部事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 不問
・ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）の操作が円滑に行える
・一般事務実務経験のある方

2月19日 01100-783881 調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 登別市 不問 調理経験をお持ちの方

2月19日 01100-748981 調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

3月30日 01020-3510281 宅配員 パート ¥815 ～ ¥815 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

3月30日 01020-3508581 宅配員 パート ¥815 ～ ¥815 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可） 不問
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パソコン操作（ワード・エクセル使用により定型フォームへの入力ができる事）

パソコン操作（ワード・エクセル使用により定型フォームへの入力ができる事）
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