
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・12/ 6 No.30-219 医療事務 一般 ¥145,000 ～ ¥155,000 30歳以下 伊達市 普通自動車免許
就業時間
　8：30～17：30

雇用・労災・健康・厚生

H30・12/ 6 No.30-218 医療事務 一般 ¥145,000 ～ ¥155,000 30歳以下 伊達市 普通自動車免許
就業時間
　8：30～17：30

雇用・労災・健康・厚生 3週に1度、土日曜日当番あり

H30・12/ 5 No.30-217 販売員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 室蘭市 不問
就業時間　　7：00～12：00
時間外なし

雇用・労災

H30・12/ 5 No.30-216 菓子製造及び販売 パート ¥835 ～ ¥835 不問 室蘭市 不問
就業時間　　13：30～17：30
時間外なし

雇用・労災

H30・12/4 No.30-215
販売員（サービスカ
ウンター）

パート ¥835 ～ ¥835 不問 室蘭市 不問
就業時間
　①8：30～12：30
  ②12：00～16：00　シフト制

労災

H30・12/4 No.30-214
販売員（サービスカ
ウンター）

パート ¥860 ～ ¥930 55歳以下 室蘭市 不問
就業時間
　①13：00～21：30    ②15：00 ～21：30
　③9：00～17：00 　　 ④9：00～13：00

雇用・労災・健康・厚生

H30・12/4 No.30-213 品出し業務員 パート ¥845 ～ ¥845 不問 伊達市 不問
就業時間　　8：30～15：30
時間外なし　　　休憩30分

雇用・労災・健康・厚生 応募前職場見学可能(随時）

H30・12/4 No.30-212 調理員 パート ¥835 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問
就業時間
　①10：00～16：00
  ②11：00～18：00　いずれかの勤務

労災

H30・12/4 No.30-211 調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問
就業時間　9：00～13：30
時間外なし

労災

H30・12/4 No.30-210 介護職員 パート ¥1,175 ～ ¥1,235 不問 苫小牧市
不問　介護職員初任者研修（旧ヘ
ルパー2級）介護職員実務者研修
（旧ヘルパー1級）あれば尚可

就業時間
　①8：45～17：00    ②8：45 ～12：30
　③12：30～17：00  ④7：30～11：30

労災

H30・12/4 No.30-209 介護職員Ｂ 一般 ¥154,000 ～ ¥174,790 不問 苫小牧市
不問　介護職員初任者研修（旧ヘ
ルパー2級）介護職員実務者研修
（旧ヘルパー1級）あれば尚可

就業時間
　①6：00～14：00
  ②11：30～19：30　シフト制

雇用・労災・健康・厚生

H30・12/4 No.30-208 調理員 一般 ¥156,600 ～ ¥165,300 不問 苫小牧市 不問
就業時間
　①5：00～14：00
  ②10：30～19：30　いずれかの勤務

雇用・労災・健康・厚生

H30・12/4 No.30-207 調理員 一般 ¥152,100 ～ ¥160,550 不問 苫小牧市 不問
就業時間
　①5：00～14：30
  ②10：00～19：30　いずれかの勤務

雇用・労災・健康・厚生

H30・12/4 No.30-206 介護職員Ｃ 一般 ¥138,600 ～ ¥147,840 不問 苫小牧市
不問　介護職員初任者研修（旧ヘ
ルパー2級）介護職員実務者研修
（旧ヘルパー1級）あれば尚可

就業時間　9：00～17：00
時間外なし

雇用・労災・健康・厚生

H30・12/4 No.30-205 介護アシスタント パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問
就業時間　8：00～13：00
時間外なし

雇用・労災

H30・12/4 No.30-204 介護職員 パート ¥900 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市 中型自動車運転免許
就業時間　9：00～17：30
時間外なし

雇用・労災

H30・12/4 No.30-203 介護福祉士 パート ¥1,150 ～ ¥1,150 不問 苫小牧市 介護福祉士
就業時間
　①9：00～11：30
  ②13：30～17：00　いずれかの勤務

労災

H30・12/4 No.30-202 清掃員 一般 ¥142,800 ～ ¥142,800 不問 苫小牧市 不問
就業時間　9：00～17：00
時間外なし

雇用・労災・健康・厚生

H30・12/4 No.30-201 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 59歳以下 苫小牧市 不問（ヘルパー2級あれば尚可）
就業時間　9：00～17：00
時間外なし

雇用・労災・健康・厚生 退職金制度あり（勤続 5年以上）

H30・12/4 No.30-200 介護職員 一般 ¥160,650 ～ ¥187,425 59歳以下 苫小牧市 不問
就業時間　9：00～17：30
時間外なし

雇用・労災・健康・厚生

H30・12/3 No.30-199 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 不問
就業時間
　①7：30～9：30    ②7：30 ～11：30
　③7：30～16：30(休憩1時間）

H30・11/29 No.30-198
畜産・水産製造・
販売

パート ¥835 ～ ¥845 65歳以下 室蘭市 不問
就業時間
7：00～18：00の間の4～5時間

雇用・労災 早朝手当

H30・11/21 No.30-197 パン製造員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問
就業時間
　①5：00～13：45   ②7：00～15：45
  時間外あり 月平均10 時間　休憩75分

雇用・労災・健康・厚生 退職金共済・退職金制度あり

H30・11/21 No.30-196 菓子製造員 一般 ¥146,960 ～ ¥146,960 不問 苫小牧市 不問
就業時間
　8：30 ～ 17：45
  時間外あり 月平均10 時間　休憩75分

雇用・労災・健康・厚生

H30・11/21 No.30-195 パン製造員 一般 ¥146,960 ～ ¥146,960 不問 苫小牧市 不問
就業時間
　6：00 ～ 15：15
  時間外あり 月平均10 時間　休憩75分

雇用・労災・健康・厚生
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H30・11/21 No.30-194 パン製造・食堂調理員 一般 ¥144,038 ～ ¥144,038 不問 苫小牧市 不問
就業時間
　5：00 ～ 13：30
  時間外あり 月平均 8 時間　休憩60分

雇用・労災・健康・厚生

H30・11/21 No.30-193 パン製造員 一般 ¥146,960 ～ ¥146,960 不問 苫小牧市 不問
就業時間
　①5：00～14：15   ②7：00～16：15
  時間外あり 月平均10 時間　休憩75分

雇用・労災・健康・厚生

H30・11/21 No.30-192 清掃員 一般 ¥128,590 ～ ¥128,590 不問 苫小牧市 普通自動車免許（ＡＴ限定可）
就業時間
　9：00 ～ 17：15
  時間外あり 月平均10 時間　休憩75分

雇用・労災・健康・厚生

H30・11/21 No.30-191 チェッカー パート ¥872 ～ ¥872 不問 伊達市 不問
就業時間
　①10：00～14：00    ②13：00 ～17：00
　③13：00～20：00(休憩1時間）

社会保険・厚生年金加入あり
・週休２日　・日曜、祝日５０円アップ
・勤務時間１日3～7時間、週休2～5日の中で
　ご相談ください。

H30・11/21 No.30-190 後方部門 パート ¥875 ～ ¥875 不問 伊達市 不問
就業時間
　①6：00～10：00
  ②6：00～13：00(休憩１時間）

社会保険・厚生年金加入あり
・週休２日　・日曜、祝日５０円アップ
・勤務時間１日3～7時間、週休2～5日の中で
　ご相談ください。

H30・11/21 No.30-189 日配 パート ¥850 ～ ¥850 不問 伊達市 不問 就業時間　8：00～12：00
・週休２日　・日曜、祝日５０円アップ
・勤務時間１日3～7時間、週休2～5日の中で
　ご相談ください。

H30・11/21 No.30-188 デリカ パート ¥870 ～ ¥870 不問 伊達市 不問 就業時間　8：00～12：00
・週休２日　・日曜、祝日５０円アップ
・勤務時間１日3～7時間、週休2～5日の中で
　ご相談ください。

H30・11/20 No.30-187 清掃員 パート ¥840 ～ ¥840 不問 室蘭市 普通自動車免許
就業時間
　①8：45～17：00    ②8：45 ～12：30
　③12：30～17：00  ④7：30～11：30

雇用・労災
勤務時間④は三連休等の一日とする。
休日は原則土・日・祝であるが④の場合のみ出勤あり
※収入はシフトにより変わるが８万～１０万となります。

H30・11/19 No.30-186 品出し・レジ業務 パート ¥840 ～ ¥840
16歳～
70歳

登別市 不問
就業時間
　①8：00～13：00    ②13：00 ～18：30
　③17：00～22：00  ④22：30～8：00

H30・11/19 No.30-185 介護職員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 登別市
介護福祉士
＊無資格でも要相談

就業時間
　①8：30～17：00    ②7：00 ～15：30
　③10：30～19：00  ④16：30～9：00（休憩120分）

雇用・労災・健康・厚生・基金
＊送迎バス・保育施設有　＊施設見学も可能
＊賃金は経験等を考慮し決定
＊パート・常日勤務希望の方も相談可

H30・11/19 No.30-184 介護職員 一般 ¥164,000 ～ ¥182,500 不問 登別市
介護福祉士
＊無資格でも要相談 就業時間　8：30～17：00 雇用・労災・健康・厚生・基金

＊送迎バス・保育施設有　＊施設見学も可能
＊賃金は経験等を考慮し決定
＊賞与については初年度減算有り

H30・11/16 No.30-183 介護福祉士 一般 ¥159,700 ～ ¥313,280 不問 伊達市 介護福祉士

就業時間　6：00～20：30の間の8時間
夜勤は17：30～9：00
（実働 12時間 休憩120分）（月4～5回）
シフト表による早番・遅番の勤務があります

雇用・労災・健康・厚生・財形

＊北海道民間社会福祉事業職員共済会加入
　　（退職金制度あり）
＊定年年齢を超えている方の採用の場合は労働条
件が変動いたします。詳細については面談時説明

H30・11/16 No.30-182 ケアワーカー 一般 ¥174,400 ～ ¥230,800 不問 伊達市 不問

就業時間　6：00～20：30の間の8時間
夜勤は17：30～9：00
（実働 12時間 休憩120分）（月4～5回）
シフト表による早番・遅番の勤務があります

雇用・労災・健康・厚生・財形

＊北海道民間社会福祉事業職員共済会加入
　　（退職金制度あり）
＊定年年齢を超えている方の採用の場合は労働条
件が変動いたします。詳細については面談時説明

H30・11/16 No.30-181 ケアワーカー パート ¥982 ～ ¥1,020 不問 伊達市 不問
就業時間　①7：30～12：30
 　　　　　　 ②12：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生・財形

H30・11/15 No.30-180 レジ係 パート ¥835 ～ ¥835 不問 登別市 不問
就業時間　シフト制
　①9：00～13：00    ②11：00 ～15：00
　③13：00～17：00  ④16：15～20：15

H30・11/14 No.30-179 介護職員 一般 ¥179,320 ～ ¥215,560 不問 伊達市 介護福祉士
就業時間　8：30～19：45の間の8時間
シフト時間帯（夜勤含む）就労施設により
若干変動

雇用・労災・健康・厚生・財形 応募前職場見学可能

H30・11/14 No.30-178 介護職員 一般 ¥176,640 ～ ¥189,840 不問 伊達市 不問
就業時間　　8：00～20：00の間の8時間
シフト時間帯（夜勤含む）就労施設により
若干変動

雇用・労災・健康・厚生・財形 応募前職場見学可能

H30・11/14 No.30-177 看護助手 パート ¥880 ～ ¥880 40歳位 伊達市 不問
就業時間　①8：00～17：00
 　　　　　　 ②10：00～19：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

H30・11/7 No.30-176 清掃作業員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 室蘭市 不問
就業時間　9：00～11：00
　　　　　　　　　　（月・水・金）

不問

H30・11/6 No.30-175 各事業所による
(主に清掃等）

パート ¥835 ～ ¥1,000 不問 事前相談による 不問 就業時間　　　相談による

経験 不問
働く時間や曜日など柔軟に対応致しますので
お気軽にご相談ください。個々の条件に沿った
職場環境を、ご提案させて頂きます。

H30・11/1 No.30-174 惣菜
（調理・パック詰め・品出し等）

パート ¥846 ～ ¥846 不問 登別市 不問 就業時間　8：00～12：00 日曜・祝日＋50円

H30・11/1 No.30-173 水産
（陳列・パック詰め・値付け等）

パート ¥866 ～ ¥866 不問 登別市 不問 就業時間　8：00～12：00 日曜・祝日＋50円

H30・11/1 No.30-172 青果
(袋詰め梱包・品出し等）

パート ¥836 ～ ¥836 不問 登別市 不問 就業時間　8：30～12：30 日曜・祝日＋50円

H30・11/1 No.30-171 介護職員 一般 ¥145,600 ～ ¥196,040 不問 登別市 不問
就業時間　シフト制
　①早番   7：00～16：00  ②日勤   8：30～17：30
　③遅番 10：00～19：00  ④夜勤 17：00～9：00

雇用・労災・健康・厚生 経験のない方のご応募も歓迎します。

H30・10/18 No.30-170 店舗スタッフ パート ¥840 ～ ¥1,050 不問 登別市 不問
就業時間①10：00～18：00 ②18：00～2：00

　　　　　　　③20：00～4：00  ④22：00～6：00
雇用・労災・健康・厚生 不問
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H30・10/10 No.30-169 販売員 一般 ¥144,038 ～ ¥144,038 不問 登別市 不問
就業時間　　シフト制　実働 7.5時間または

　　　　　　　　8：00～19：30の間の7時間以上 雇用・労災・健康・厚生 不問

H30・10/10 No.30-168 販売員 一般 ¥145,000 ～ ¥155,000 不問 登別市 不問
就業時間　　シフト制　実働 7.5時間または
　　　　　　　　8：00～19：30の間の7時間以上 雇用・労災・健康・厚生 不問

H30・9/18 No.30-167 事務 パート ¥877 ～ ¥877 不問 室蘭市 不問
就業時間

①月・水・金8：45～17：00 　②木8：45～12：30
③火8：45～12：30　　　 　　④火16：30～19：00

雇用・労災・健康 医療事務経験あれば尚可

H30・9/14 No.30-166 食品レジ パート ¥890 ～ ¥890 不問 伊達市 不問
就業時間　①8：00～22：00の間での
　　　　　　　　　勤務　1日4時間

不問

H30・9/14 No.30-165 食品売場 パート ¥840 ～ ¥910 不問 伊達市 不問
就業時間　①6：00～22：00の間での
　　　　　　　　　勤務　1日4時間

不問

H30・9/14 No.30-164 店舗販売員 パート ¥840 ～ ¥890 不問 伊達市 不問
就業時間　①　9:00～13:00　②　12:00～17:00
                 ③　17:00～22:00 不問

H30・8/30 No.30-163 店舗販売員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問
就業時間　①10：00～21：00の間での
　　　　　　　　　勤務　1日3～6時間

不問

H30・8/30 No.30-162 店舗販売員 パート ¥895 ～ ¥1,050 不問 室蘭市 不問
就業時間　①10：00～18：30
 　　　　　　 ②12：30～21：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

H30・8/23 No.30-161 清掃員 パート ¥825 ～ ¥825 不問 室蘭市 不問
就業時間　①6：30～8：30
　　　　　　　②17：30～19：30

雇用・労災 不問

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

H30・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
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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 勤務時間 加入保険 経験・備考

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）

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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