
平成30年　センター求人

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 勤務時間 加入保険 経験・備考

Ｈ30・8/10 No.30-160 販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 就業時間　9：00～18：00の4時間以上 雇用・労災 不問

Ｈ30・7/4 No.30-159 看護職員 一般 ¥220,350 ～ ¥230,350 59歳以下 室蘭市 看護師又は准看護師 就業時間　8：30～17：30 雇用・労災・健康・厚生 病院又は施設での実務経験

Ｈ30・7/4 No.30-158 看護職員 パート ¥1,330 ～ ¥1,430 不問 室蘭市 看護師又は准看護師 就業時間　8：30～17：30 病院又は施設での実務経験

Ｈ30・7/4 No.30-157 介護職員 パート ¥970 ～ ¥1,010 不問 室蘭市 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ又は初任者研修修了
就業時間 ①7：30～16：30 ②9：00～18：00

　　　　　　　③11：00～20：00 ④16：30～9：30
雇用・労災・健康・厚生 不問

Ｈ30・7/4 No.30-156 介護職員 パート ¥976 ～ ¥1,016 不問 室蘭市 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ又は初任者研修修了
就業時間 ①7：30～16：30 ②9：00～18：00

　　　　　　　③11：00～20：00 ④16：00～10：00
雇用・労災・健康・厚生 不問

Ｈ30・7/4 No.30-155 介護職員 パート ¥970 ～ ¥1,010 不問 室蘭市 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ又は初任者研修修了
就業時間　①7：30～16：30
　　　　　　　②11：00～20：00

不問

H30・6/27 No.30-154 償還促進協力員 パート ¥1,063 ～ ¥1,109 不問 室蘭市 不問
就業時間　①　8:45～15:30
                 ②　8:45～15:45

雇用・労災・厚生・健康 不問

H30・6/14 No.30-153 接客・給仕 パート ¥810 ～ ¥810 60歳以下 室蘭市
遠距離の方普通免許
（通勤用）

就業時間①10：00～14：00 ②10：00～15：00

　　　　　　　③10：00～20：00 ④20：00～24：00
（相談） 就業時間 相談可

H30・5/21 No.30-152 金属製品検査 一般 ¥180,000 ～ ¥260,000 35歳以下 室蘭市
要普通免許
（AT限定不可）

就業時間　8:00～17:00 雇用・労災・厚生・健康 不問

H30・5/7 No.30-151 生花販売員 パート ¥810 ～ ¥810 20歳～40歳 室蘭市
要普通免許
（AT限定可）

就業時間　①　9:00～18:00　②　9:00～13:00
                 ③　13:00～18:00

雇用・労災
休日　他
繁忙期　時間外勤務あり

H30・4/24 №30-150 調理員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 室蘭市 不問 就業時間　8：15～14：00　毎週火・金 労災 実務経験あれば尚可

H30・4/24 No.30-149 清掃員 パート ¥2,000 ～ ¥2,000 不問 室蘭市 不問 就業時間　18：10～19：10の1時間 労災 不問

H30・..3/30 №30-148 宅配員 パート ¥815 ～ ¥815 不問 登別市
要普通免許
（AT限定可）

就業時間　10：30～23：00の2時間以上 労災 不問

H30・..3/30 №30-147 宅配員 パート ¥815 ～ ¥815 不問 室蘭市
要普通免許
（AT限定可）

就業時間　10：30～23：00の2時間以上 労災 不問

H30・2/15 №29-146 清掃員 一般 ¥146,700 ～ ¥146,700 不問 登別市 不問
就業時間　①　8:00～15:30
                 ②　8:00～14:00（週１回）

雇用・労災・厚生・健康 休日　他

H30・2/14 №29-145 調理補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 不問 就業時間　8:00～15:30 労災 休日　日祝他

H30・2/14 №29-144 調理補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 就業時間　8:00～15:00 労災 休日　他

H30・2/9 №29-143 生花販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 就業時間　①　9:00～13:30　②　13:30～18:00 雇用・労災
休日　他
繁忙期　時間外勤務あり

H29・2/9 №29-142 介護職 一般 ¥157,600 ～ ¥174,800 不問 登別市 不問 就業時間　変形　6:00～22:00の8時間 雇用・労災・厚生・健康 経験者優遇致します

H30・2/5 №29-141 清掃スタッフ パート ¥811 ～ ¥811 不問 室蘭市 不問
就業時間  ①　8:00～11:15(月・火・金）
　　　　　　　②　8:00～11:45(水・木）
　　　　　　　③　8:00～12:45(月に一度水曜日）

労災 休日　土日祝他

H30・2/5 №29-140 クリーンスタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 就業時間　7:00～9:00 労災 休日　土日祝他

H30・2/1 №29-139 総合事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市
高卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）

就業時間　12:30～17:30 雇用・労災
休日　他
通勤手当は当事業所の規定により支給
母子家庭の母の方を優遇

H30・1/25 №29-138 生花販売員 一般 ¥139,320 ～ ¥139,320 40歳以下 室蘭市 不問 就業時間　9:00～18:00 雇用・労災・厚生・健康
休日　他
繁忙期　時間外勤務あり

H30・1/25 №29-137 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 就業時間　14:00～17:00 労災 休日　土日祝他

H30・1/19 №29-136 クリーンスタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 就業時間　8:00～10:20 労災
休日　土日祝他
時間外有　月平均4時間

H30・1/19 №29-135 クリーンスタッフ パート ¥950 ～ ¥950 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・通勤、業務に使用）

就業時間　10:00～12:00 労災 休日　火木土日祝他

H30・1/19 №29-134 客室清掃員 パート ¥930 ～ ¥966 不問 登別市 不問 就業時間　9:30～13:00 労災
休日　他
送迎バスあり

H30・1/15 №29-133 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 就業時間　8:00～12:00 労災
休日　（月・火・水・木・金）
（土日のみの勤務）

H30・1/12 №29-132 介護職員 一般 ¥154,100 ～ ¥154,100 不問 室蘭市 不問(介護福祉士あれば尚可） 就業時間　8:45～17:30 雇用・労災・厚生・健康 年休（採用時12日付与）
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H30・1/12 №29-131 給食調理人 パート ¥900 ～ ¥900 不問 登別市 不問 就業時間　17:00～19:30 労災 休日　他

H30・1/12 №29-130 給食調理人 パート ¥830 ～ ¥830 不問 登別市 不問 就業時間　14:00～18:00 雇用・労災 休日　他

H30・1/12 №29-129 給食調理人 一般 ¥148,180 ～ ¥164,432 不問 登別市 不問
就業時間　①　6:00～14:30　②　8:30～17:00
                 ③　11:00～19:30

雇用・労災・厚生・健康
時間外　月平均1時間
休憩時間　90分
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