
提供：ハローワーク苫小牧
　　　　（マザーズコーナー）

令和　２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7日 01190-3934711 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市 介護福祉士　　　普通運転免許 不問

5月7日 01190-3924911 一般事務 一般 ¥130,500 ～ ¥130,500 不問 むかわ町 普通運転免許 不問

5月7日 01190-3926711 事務員 一般 ¥128,800 ～ ¥128,800 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理事務経験

5月7日 01190-3898511 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥243,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 医療事務経験

5月7日 01190-3887711 総合事務 一般 ¥169,100 ～ ¥263,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 簿記

5月7日 01190-3864211 一般事務員 一般 ¥157,000 ～ ¥180,000 29歳以下 むかわ町 不問 不問

5月7日 01190-3812811 事務職 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 59歳以下 苫小牧市 不問 経理事務知識（資格不要）

5月7日 01190-3813211 事務補佐員 一般 ¥140,400 ～ ¥140,400 不問 苫小牧市 不問 不問

5月7日 01190-3793411 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月7日 01190-3798111 事務局長 一般 ¥180,000 ～ ¥210,000 59歳以下 苫小牧市
日商簿記3級　　あれば尚可
普通運転免許

事務及び経理実務経験

5月7日 01190-3781111 一般事務 一般 ¥155,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月7日 01250-1936211 児童指導員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月7日 01010-14571011 医療業務 一般 ¥133,110 ～ ¥144,820 59歳以下 苫小牧市 医療事務資格　　あれば尚可 医療事務経験

5月7日 01190-3730111 検査補助員 一般 ¥127,428 ～ ¥127,428 65歳以下 苫小牧市 不問 検査業務

5月7日 01190-3739911 事務職 一般 ¥140,000 ～ ¥192,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許　　あれば尚可 医療事務経験

5月7日 13080-20711911 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月7日 01100-1722511 事務員：運行管理業務 一般 ¥149,000 ～ ¥201,500 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月7日 01190-3495211 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 中古車、自動車販売又は運送業の事務経験

5月7日 01190-3624011 歯科助手及び受付事務 一般 ¥155,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

5月7日 01190-2983811 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可） パソコン操作実務経験

5月7日 01190-3878111 事務職 パート ¥952 ～ ¥952 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

5月7日 01190-3827611 調理員 パート ¥980 ～ ¥980 不問 苫小牧市 不問 調理経験
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5月7日 01190-3789611 一般事務 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 普通運転免許　　あれば尚可 不問

5月7日 01190-3796611 保育補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 幼児教育経験

5月7日 01190-3802111 事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

5月7日 01190-3773111 事務員 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月7日 01190-3777511 事務員 パート ¥924 ～ ¥924 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月7日 01250-1934711 児童指導員・サポート パート ¥950 ～ ¥1,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月7日 01010-14253411 事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

5月7日 08020-2080511 事務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作

5月7日 01190-3713911 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理経験

5月7日 01190-3716811 清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

5月7日 01190-3668611 一般事務員 パート ¥950 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市 不問 福祉施設での勤務経験者

5月7日 01010-12579411 事務職員 パート ¥1,100 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

5月7日 01190-3636111 中央材料室助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

5月7日 01190-3506911 窓口業務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 白老町 不問 事務経験

5月7日 01190-3539611 職業指導員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作経験

5月7日 01190-3031211 看護助手 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月7日 01190-3144811 入浴介助員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修修了者あれば尚可
ホームヘルパー2級あれば尚可

不問

5月7日 01190-3170211 看護助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月26日 17010-9170511 配車コーディネーター 一般 ¥300,000 ～ ¥400,000 59歳以下 苫小牧市 不問 配車、営業経験者優遇します。

4月26日 01190-3845111 事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

4月26日 01190-3812811 事務職 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 59歳以下 苫小牧市 不問 経理業務知識(資格不問)

4月26日 01190-3813211 事務補佐員 一般 ¥140,400 ～ ¥140,400 不問 苫小牧市 不問 不問
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4月26日 01190-3793411 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月26日 01190-3798111 事務局長 一般 ¥180,000 ～ ¥210,000 59歳以下 苫小牧市
普通運転免許
日商簿記3級あれば尚可

事務及び経理実務経験

4月26日 01190-3781111 一般事務 一般 ¥155,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月26日 01010-14571011 医事業務 一般 ¥133,110 ～ ¥144,820 59歳以下 苫小牧市 医療事務資格あれば尚可 医療事務経験

4月26日 01190-3744411 販売員 一般 ¥103,320 ～ ¥103,320 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月26日 01190-3730111 検査補助員 一般 ¥127,428 ～ ¥127,428 65歳以下 苫小牧市 不問 検査業務

4月26日 01190-3739911 事務職 一般 ¥140,000 ～ ¥192,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 医療事務経験

4月26日 01230-6827011 軽量製品の組立及び検査 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 18歳以上 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月26日 01030-5459211 ルート営業 一般 ¥212,000 ～ ¥262,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

4月26日 27030-10699411 営業事務職 一般 ¥166,400 ～ ¥166,400 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01090-3591911 一般事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

4月26日 01090-3593711 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

4月26日 13080-20711911 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01100-1722511 事務員 一般 ¥149,000 ～ ¥201,500 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月26日 01190-3458311 自動車買取営業 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月26日 01190-3495211 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 中古車、自動車販売又は運送業の事務経験

4月26日 01190-3542511 企業福利厚生プランナー 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月26日 01190-3552011 営業販売員 一般 ¥183,000 ～ ¥183,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

4月26日 01190-3624011 歯科助手及び受付事務 一般 ¥155,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

4月26日 01190-2983811 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） パソコン操作実務経験

4月26日 01190-2991211 設備スタッフ 一般 ¥161,800 ～ ¥230,400 18歳～39歳 白老町 普通運転免許 不問

4月26日 01190-3078611 介護職員 一般 ¥152,700 ～ ¥173,000 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護職員初任者研修修了者
中型自動車免許あれば尚可

不問
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4月26日 01190-3104211 介護職員 一般 ¥160,200 ～ ¥180,500 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護職員初任者研修修了者

不問

4月26日 01190-3114011 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護福祉士

不問

4月26日 01190-3833011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3802111 事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

4月26日 01190-3777511 事務員 パート ¥924 ～ ¥924 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月26日 01100-2134811 清掃スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月26日 01190-3629711 清掃員 パート ¥862 ～ ¥862 65歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3506911 窓口業務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 白老町 不問 事務経験

4月26日 01190-3528411 清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3539611 職業指導員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作経験

4月26日 01190-2832011 一般事務 パート ¥875 ～ ¥875 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 不問

4月26日 01190-2845711 調理員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 調理経験

4月26日 01190-2810911 歯科助手及び受付 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-2794411 軽作業員 パート ¥861 ～ ¥910 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月20日 01190-3782711 事務職 一般 ¥180,000 ～ ¥210,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月20日 01190-3744411 販売員 一般 ¥103,320 ～ ¥103,320 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月20日 01190-3739911 事務職 一般 ¥140,000 ～ ¥192,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 医療事務経験

4月20日 27030-10699411 営業事務職 一般 ¥166,400 ～ ¥166,400 不問 苫小牧市 不問 不問

4月20日 01090-3591911 一般事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

4月20日 01090-3593711 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

4月20日 13080-20711911 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月20日 13080-20722811 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務経験者優遇
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4月20日 01190-3587311 営業職 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月20日 01190-3624011 歯科助手及び受付事務 一般 ¥155,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

4月20日 01190-2983811 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） パソコン操作実務経験

4月20日 01190-3034011 営業職 一般 ¥166,000 ～ ¥223,500 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月20日 01190-3128811 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 白老町 不問 不問

4月20日 01190-3773111 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月20日 01010-14253411 事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月20日 08020-2080511 事務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作

4月20日 01190-3733211 一般事務員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 苫小牧市 不問 不問

4月20日 01190-3506911 窓口業務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 白老町 不問 事務経験

4月20日 01190-2906111 事務職 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 苫小牧市 不問 経理業務知識(資格不問)

4月20日 01190-2832011 一般事務 パート ¥875 ～ ¥875 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 不問

4月20日 01190-2794411 軽作業員 パート ¥861 ～ ¥910 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月13日 01090-3591911 一般事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

4月13日 01090-3593711 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

4月13日 13080-20711911 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月13日 13080-20722811 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務経験者優遇

4月13日 01100-1722511 事務員・運行管理業務 一般 ¥149,000 ～ ¥201,500 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月13日 01190-3624011 歯科助手及び受付事務 一般 ¥155,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

4月13日 01190-2983811 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） パソコン操作実務経験

4月13日 01190-3104211 介護職員 一般 ¥160,200 ～ ¥180,500 不問 苫小牧市 介護職員実務者研修修了者、普通運転免許　 不問

4月13日 01190-3114011 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市 介護福祉士、普通運転免許 不問
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4月13日 01190-3128811 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 白老町 不問 不問

4月13日 01190-3146511 介護職員 一般 ¥152,700 ～ ¥173,000 不問 苫小牧市 介護職員初任者研修修了者、普通運転免許 不問

4月13日 01190-3147411 介護職員 一般 ¥145,200 ～ ¥165,500 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月13日 01190-3210511 一般事務 一般 ¥155,000 ～ ¥175,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月13日 01190-3314811 児童指導員 一般 ¥183,000 ～ ¥203,000 64歳以下 苫小牧市 介護福祉士、普通運転免許 不問

4月13日 01190-3322811 事務 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

4月13日 01190-3393311 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手の経験

4月13日 01190-3629711 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月13日 01190-3506911 窓口業務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 白老町 不問 事務経験

4月13日 01190-2906111 事務職 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 苫小牧市 不問 経理業務知識(資格不問)

4月13日 01240-6606411 食肉加工員 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下 安平町 普通運転免許 不問

4月5日 01100-1722511 事務員・運行管理業務 一般 ¥149,000 ～ ¥201,500 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月5日 01190-3542511 企業福利厚生プランナー 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月5日 01190-3624011 歯科助手及び受付事務 一般 ¥155,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

4月5日 01190-2983811 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） パソコン操作実務経験

4月5日 01190-3114011 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市 介護福祉士、普通運転免許 不問

4月5日 01190-3128811 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 白老町 不問 不問

4月5日 01190-3210511 一般事務 一般 ¥155,000 ～ ¥175,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月5日 01190-3314811 児童指導員 一般 ¥183,000 ～ ¥203,000 64歳以下 苫小牧市 介護福祉士、普通運転免許 不問

4月5日 01190-3322811 事務 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

4月5日 01190-3393311 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手の経験

4月5日 01090-3089311 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥181,100 64歳以下 白老町 不問 不問
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4月5日 01190-3402811 損害保険代理店職員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月5日 01190-2965111 事務員 一般 ¥146,500 ～ ¥193,500 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 経理事務経験

4月5日 01190-2871811 一般事務 一般 ¥163,500 ～ ¥221,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許、通関士あれば尚可 不問

4月5日 01190-3506911 窓口業務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 白老町 不問 事務経験

4月5日 01190-2906111 事務職 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 苫小牧市 不問 経理業務知識(資格不問)

4月5日 01190-2898211 事務員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市 普通運転免許、簿記実務検定3級あれば尚可 経理経験

4月5日 01190-2896711 事務職 パート ¥952 ～ ¥952 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

4月5日 01190-2832011 一般事務 パート ¥875 ～ ¥875 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 不問

4月5日 01190-2836111 一般事務 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許、日商簿記3級あれば尚可 一般事務経験2年以上の方

4月5日 01190-2810911 歯科助手及び受付 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

4月5日 01190-2794411 軽作業員 パート ¥861 ～ ¥910 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-2607311 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-2602811 一般事務 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-2605411 一般事務 一般 ¥130,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験（年数不問）

3月8日 01190-2579611 事務局長 一般 ¥180,000 ～ ¥210,000 59歳以下 苫小牧市
普通運転免許
日商簿記3級あれば尚可

事務及び経理事務経験

3月8日 01190-2453511 事務職員 一般 ¥140,800 ～ ¥160,200 不問 苫小牧市
MOSExcelスペシャリスト、ＭＯＳ　Ｗｏｒｄスペシャリスト
ＭＯＳ　ＰｏｗｅｒＰｏｉｎ　ｔあれば尚可
普通運転免許　あれば尚可

社会人経験、医療事務経験

3月8日 01190-2467111 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

3月8日 01090-2199411 医療事務員 一般 ¥115,700 ～ ¥123,500 64歳以下 白老町 不問 不問

3月8日 01190-2257211 事務員 一般 ¥169,000 ～ ¥169,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

3月8日 01190-2263711 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥154,000 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-2266511 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥200,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

3月8日 01190-2273211 事務職 一般 ¥154,820 ～ ¥185,500 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問
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3月8日 01190-2303811 歯科助手 一般 ¥148,000 ～ ¥168,000 不問 厚真町 不問 不問

3月8日 01190-2445411 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-2140911 介護士 一般 ¥161,000 ～ ¥221,000 不問 苫小牧市
ホームヘルパー2級/介護職員初任者研修修了者
普通運転免許　（AT限定不可）

不問

3月8日 01190-2194511 事務員 一般 ¥67,520 ～ ¥188,027 59歳以下」 苫小牧市 普通運転免許 事務経験、簿記経験（機関不問）

3月8日 01190-1962511 事務 一般 ¥145,320 ～ ¥145,320 不問 苫小牧市 不問 事務経験

3月8日 01190-1925611 事務員 一般 ¥134,640 ～ ¥134,640 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-1936711 主事 一般 ¥107,720 ～ ¥134,340 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-1915011 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-1898811 事務補助 一般 ¥131,961 ～ ¥131,961 不問 むかわ町 普通運転免許 パソコン操作経験

3月8日 01190-1900111 薬剤助手 一般 ¥103,400 ～ ¥103,400 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-1903211 洗濯スタッフ 一般 ¥133,760 ～ ¥133,760 不問 白老町 不問 不問

3月8日 01090-1775511 一般事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

3月8日 01190-1850411 医師、看護師事務作業補助 一般 ¥137,025 ～ ¥143,115 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-2611811 学校給食用米飯作業員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01100-1410611 事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-2343711 一般事務及び経理事務員 パート ¥861 ～ ¥960 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

3月8日 01190-2363511 受付及び歯科助手 パート ¥950 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

3月8日 01190-2365011 事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

3月8日 01190-2382311 一般経理事務員 パート ¥900 ～ ¥2,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理事務経験

3月8日 01190-2383611 店内販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

3月8日 01100-1112911 事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 厚真町 不問 パソコン操作

3月8日 01190-2166111 中央材料室助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問
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3月8日 01190-2185211 歯科助手 パート ¥870 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-1873811 事務職 パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 事務経験

3月8日 01250-925211 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 経理知識

3月8日 01190-1855111 営業事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

3月8日 01190-1760211 事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作経験

3月8日 01190-1709711 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01190-1679811 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 苫小牧市 不問 不問

3月8日 01010-4524811 調理員 パート ¥925 ～ ¥925 不問 苫小牧市 不問 調理業務経験

3月8日 01010-4357711 一般事務 パート ¥865 ～ ¥865 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

3月1日 01190-1962511 事務 一般 ¥145,320 ～ ¥145,320 不問 苫小牧市 不問 事務経験

3月1日 01190-1915011 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月1日 01190-1921511 営業アシスタント 一般 ¥124,600 ～ ¥124,600 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作

3月1日 01190-1898811 事務補助 一般 ¥131,961 ～ ¥131,961 不問 むかわ町 普通運転免許 パソコン操作

3月1日 01190-1900111 薬剤部助手 一般 ¥103,400 ～ ¥103,400 不問 苫小牧市 不問 不問

3月1日 01190-1903211 洗濯スタッフ 一般 ¥133,760 ～ ¥133,760 不問 白老町 不問 不問

3月1日 01090-1775511 一般事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

3月1日 01190-1851011 事務補佐員 一般 ¥140,400 ～ ¥140,400 不問 苫小牧市 不問 不問

3月1日 01190-1882511 一般事務 一般 ¥146,100 ～ ¥171,700 59歳以下 むかわ町 普通運転免許 不問

3月1日 01190-1813711 事務補助員 一般 ¥139,200 ～ ¥183,000 不問 苫小牧 不問 不問

3月1日 01190-1771011 一般事務 一般 ¥171,000 ～ ¥198,000 44歳以下 苫小牧 普通運転免許 不問

3月1日 01190-1781611 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 59歳以下 苫小牧
簿記実務検定3級、簿記能力検定3級あれば尚可
日商簿記3級　あれば尚可

事務経験1年以上　※経理経験あれば尚可

3月1日 01190-1804111 求人者支援員 一般 ¥193,960 ～ ¥201,500 不問 苫小牧 不問
パソコン（ワード・エクセル等）基本操作可能な方
※ 詳細は、ハローワーク苫小牧期間業務職員
　  募集要項を参照
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3月1日 01010-6314311 事務職員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,100 59歳以下 苫小牧 不問 不問

3月1日 01190-1680411 看護助手 一般 ¥157,000 ～ ¥201,000 59歳以下 苫小牧 不問 不問

3月1日 01090-1580411 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

3月1日 01190-1516211 配送員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 不問 苫小牧 普通運転免許 不問

3月1日 01190-1597111 歯科助手 一般 ¥148,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧 不問 不問

3月1日 01190-1321811 就労支援員 一般 ¥170,000 ～ ¥182,000 64歳以下 苫小牧 普通運転免許 不問

3月1日 01190-1430311
インターネット販売及び
リサイクル品の商品

一般 ¥215,000 ～ ¥269,000 不問 苫小牧 普通運転免許 パソコン操作

3月1日 01190-1855111 営業事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧 普通運転免許 不問

3月1日 01190-1760211 事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧 普通運転免許 パソコン操作

3月1日 01190-1668911 歯科助手 パート ¥861 ～ ¥950 不問 苫小牧 不問 歯科助手として半年以上の経験ある方尚可

3月1日 01190-1679811 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 苫小牧 不問 不問

3月1日 01190-1524211 歯科助手 パート ¥870 ～ ¥1,200 不問 苫小牧 保育士あれば尚可 保育士経験

3月1日 01190-1423611 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 白老町 不問 不問

3月1日 01190-1482111 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 不問 不問

3月1日 01190-1117011 リハビリ室受付兼助手 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-1768711 主事 一般 ¥107,720 ～ ¥134,340 不問 苫小牧市 不問 事務経験

2月15日 01190-1757611 生活支援員 一般 ¥180,000 ～ ¥205,000 64歳以下 苫小牧市
介護福祉士、社会福祉士
普通運転免許

身体介助を要する方への支援経験

2月15日 01190-1701211
一般事務及び電話による営
業

一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 苫小牧市 不問 パソコンを使用した業務経験

2月15日 01190-1710511 事務補助員 一般 ¥139,200 ～ ¥183,000 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-119211 事務補助員 一般 ¥139,200 ～ ¥183,000 不問 安平町 不問 不問

2月15日 01190-1680411 看護助手 一般 ¥157,000 ～ ¥201,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-1683611 一般事務職員 一般 ¥160,100 ～ ¥300,000 40歳以下 厚真町 普通運転免許 社会人としての実務事務経験2年以上

10 ページ



提供：ハローワーク苫小牧
　　　　（マザーズコーナー）

令和　２年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

2月15日 01190-1639411 一般事務及び経理事務 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理事務経験

2月15日 01010-5710811 総合職 一般 ¥173,090 ～ ¥264,650 34歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月15日 01010-5510211 一般事務 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 厚真町 普通運転免許 不問

2月15日 01090-1580411 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

2月15日 01190-1502311 業務管理 一般 ¥176,000 ～ ¥76,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月15日 01190-1516211 配送員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月15日 01190-1597111 歯科助手 一般 ¥148,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-1321811 就労支援員 一般 ¥170,000 ～ ¥182,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月15日 01190-1452511 事務員 一般 ¥171,500 ～ ¥171,500 不問 苫小牧市 簿記実務経験3級 経理事務または一般事務経験

2月15日 01071-122811 介護職員 一般 ¥149,700 ～ ¥153,000 不問 苫小牧市
普通運転免許
ホームヘルパー2級、介護職員初任者研修修了者

実務経験、調理の経験

2月15日 01090-99611 経理事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

2月15日 01190-1022911 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市
介護不k獅子
普通運転免許

不問

2月15日 01190-1062611 フロント事務員 一般 ¥149,200 ～ ¥256,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

2月15日 01190-1082811 配達及びフロント補助業務 一般 ¥149,200 ～ ¥184,200 39歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

2月15日 01190-1140011 介護士 一般 ¥148,000 ～ ¥232,000 不問 白老町
介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー2級

不問

2月15日 01190-1195111 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手として半年以上の勤務経験あれば尚可

2月15日 01190-1212611 総合事務 一般 ¥126,150 ～ ¥130,500 不問 苫小牧市 不問
パソコン操作経験
信用金庫、銀行などの金融機関勤務経験

2月15日 01190-1751811 清掃員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-1759111 生活支援員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市
介護福祉士　あれば尚可
介護職員実務者研修修了者

身体介助を要する方への支援経験

2月15日 01190-1760211 事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作

2月15日 01190-1707911 農作業補助 パート ¥890 ～ ¥890 不問 安平町 普通運転免許 不問

2月15日 01190-1709711 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 苫小牧市 不問 不問
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2月15日 01190-16668911 歯科助手 パート ¥861 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手として半年以上の経験あれば尚可

2月15日 01190-1679811 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-1627711 フロア案内業務スタッフ パート ¥1,050 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市 不問 接客経験

2月15日 01010-4519411 調理員 パート ¥925 ～ ¥925 不問 苫小牧市 普通運転免許　あれば尚可 調理業務経験

2月15日 01010-4357711 一般事務 パート ¥865 ～ ¥865 不問 苫小牧市 普通運転免許　 不問

2月15日 01190-1523811 歯科助手 パート ¥880 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験1年以上

2月15日 01190-1359011
動物看護師又は見習い看護
師、受付事務

パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 白老町 不問 不問

2月15日 01190-1423611 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-1482111 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-1493211
冠婚葬祭互助会
みどり生命保険の案内
各種イベントの案内

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　 不問

2月15日 01190-1117011 リハビリ室受付兼助手 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-1137711 調理員 パート ¥980 ～ ¥980 不問 苫小牧市 不問 調理経験

2月15日 01190-1369611
倉庫内南瓜選果作業及び
玉ねぎ栽培

パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-945411 窓口業務 パート ¥861 ～ ¥870 不問 白老町 不問 事務経験

2月15日 01190-934811 外来看護助手 パート ¥940 ～ ¥940 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-865011 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月15日 01190-821411 歯科助手及び受付事務 パート ¥900 ～ ¥980 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-7255511 病院クラーク パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-699911 食肉加工員 パート ¥880 ～ ¥880 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-702311 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 日商簿記3級 簿記3級程度の業務知識（簿記3級資格あれば経験は不問）

2月15日 01190-708211 看護助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01190-714711 歯科助手及び受付 パート ¥870 ～ ¥1,000 64歳以下 苫小牧市 不問 歯科受付経験
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2月15日 01010-2050311 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

2月15日 01010-1540511 事務職員 パート ¥1,100 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

2月15日 01010-1272911 調理員 パート ¥930 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 調理業務

2月2日 01190-963011 一般事務 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験

2月2日 01190-987511 一般事務 一般 ¥162,000 ～ ¥182,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-937411 営業販売員 一般 ¥183,000 ～ ¥183,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

2月2日 01190-950711 編集アシスタント 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-920011 保健事務員 一般 ¥176,000 ～ ¥192,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-896211 総合事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 30歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-900811 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 中古車、自動車販売又は運送業の事務経験

2月2日 01090-899611 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥181,100 64歳以下 白老町 不問 不問

2月2日 01100-568711 事務員 一般 ¥149,000 ～ ¥201,500 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01100-569811 事務員 一般 ¥149,000 ～ ¥201,500 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 27030-2915311 営業事務職 一般 ¥166,400 ～ ¥166,400 不問 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-870211 倉庫作業員 一般 ¥151,050 ～ ¥159,000 不問 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-859911 医療事務員 一般 ¥153,000 ～ ¥186,000 30歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-834111 ルート営業員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 営業経験

2月2日 01190-804211 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手の経験

2月2日 01190-735311 事務 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

2月2日 01190-743311
一般事務、保険事務及び営
業

一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 白老町 普通運転免許 不問

2月2日 01190-687411 営業員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-703611 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 日商簿記3級 簿記3級程度の業務知識（簿記3級資格あれば経験は不問）
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2月2日 01190-717511 医療事務員 一般 ¥175,600 ～ ¥253,450 59歳以下 苫小牧市
医療事務資格あれば尚可
普通運転免許

レセプト請求経験

2月2日 01190-493411 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 33歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-601811 企業福利厚生プランナー 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-608911 営業販売員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 39歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

2月2日 01190-628211 配送及び商品管理 一般 ¥167,000 ～ ¥218,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-634711 営業及び人事労務管理 一般 ¥192,440 ～ ¥230,213 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-670011
明治の宅配専用人気商品の
宅配

一般 ¥202,000 ～ ¥202,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-17411 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市
介護福祉士
普通運転免許

不問

2月2日 01190-32211 介護職員 一般 ¥145,200 ～ ¥165,500 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-33511 介護職員 一般 ¥152,700 ～ ¥173,000 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修修了者
普通運転免許

不問

2月2日 01190-945411 窓口業務員 パート ¥861 ～ ¥870 不問 白老町 不問 事務経験

2月2日 01190-821411 歯科助手及び受付事務 パート ¥900 ～ ¥980 不問 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-762111 看護助手 パート ¥920 ～ ¥960 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-699911 食肉加工員 パート ¥880 ～ ¥880 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-702311 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 日商簿記3級 簿記3級程度の業務知識（簿記3級資格あれば経験は不問）

2月2日 01190-714711 歯科助手及び受付 パート ¥870 ～ ¥1,000 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-467811 サービス提供員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可）

2月2日 01190-590011 清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-599411 職業指導員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作経験

2月2日 01190-245311 医療事務 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-10611 入浴介助員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市 介護職員初任者研修修了者あれば尚可/ホームヘルパー2級あれば尚可 不問

2月2日 01190-158311 家電製品販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問
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2月2日 01190-167911 ルート配送員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-10606601 歯科助手 パート ¥870 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-10608101 一般事務及び経理事務員 パート ¥861 ～ ¥960 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

2月2日 01190-10544401 受付スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月2日 01190-10546801
ルート配送員及びクリーニン
グ
工場作業

パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

1月25日 01190-859911 医療事務員 一般 ¥153,000 ～ ¥186,000 30歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-835711 児童指導員 一般 ¥183,000 ～ ¥203,000 64歳以下 苫小牧市
普通運転免許
介護福祉士

不問

1月25日 01190-804211 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手の経験

1月25日 01190-735311 事務 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

1月25日 01190-743311
一般事務、保険事務及び営
業

一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 白老町 普通運転免許 不問

1月25日 01190-703611 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 日商簿記3級 簿記3級程度の業務知識（簿記3級資格あれば経験は不問）

1月25日 01190-717511 医療事務員 一般 ¥175,600 ～ ¥253,450 59歳以下 苫小牧市
医療事務資格あれば尚可
普通運転免許

レセプト請求経験

1月25日 01190-493411 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 33歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月25日 01190-9018111 企業福利厚生プランナー 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月25日 01190-628211 配送及び商品管理 一般 ¥167,000 ～ ¥218,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月25日 01190-670011
明治の宅配専用人気商品の
宅配

一般 ¥202,000 ～ ¥202,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月25日 01190-306211
訪問介護員及びサービス提
供責任者補助

一般 ¥149,900 ～ ¥173,200 59歳以下 苫小牧市
普通運転免許(AT限定不可）
介護福祉士

サービス提供責任者経験

1月25日 01190-13711 薬局助手 一般 ¥129,360 ～ ¥129,360 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-17411 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護福祉士

不問

1月25日 01190-26011 介護職員 一般 ¥160,200 ～ ¥180,500 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護職員実務者研修修了者、中型自動車免許あれば
尚可

不問

1月25日 01190-32211 介護職員 一般 ¥145,200 ～ ¥165,500 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月25日 01190-34411 介護職員 一般 ¥160,200 ～ ¥180,500 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護職員実務者研修修了者

不問
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1月25日 01190-93311 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許(AT限定不可） パソコン操作実務経験

1月25日 01190-821411 歯科助手及び受付事務 パート ¥900 ～ ¥980 不問 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-762111 看護助手 パート ¥920 ～ ¥960 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-769311 事務職員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 苫小牧市
普通運転免許
簿記実務検定3級あれば尚可

事務経験・経理経験

1月25日 01190-701011 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 中古車、自動車販売または運送業の事務経験　

1月25日 01190-702311 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 日商簿記3級 簿記3級程度の業務知識（簿記3級資格あれば経験は不問）

1月25日 01190-708211 看護助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-714711 歯科助手及び受付 パート ¥870 ～ ¥1,000 64歳以下 苫小牧市 不問 歯科受付経験

1月25日 01190-563811 事務補助員 パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月25日 01190-590011 清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-245311 医療事務 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-261311 歯科助手及び受付 パート ¥880 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-9411 入浴介助員 パート ¥1,150 ～ ¥1,150 不問 苫小牧市 介護福祉士 不問

1月25日 01190-135111 看護補助 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-10607901 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-10608101 一般事務及び経理事務員 パート ¥861 ～ ¥960 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月25日 01190-10597801 一般事務 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-10544401 受付スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月25日 01190-10546801
ルート配送員及びクリーニン
グ工場作業

パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許(AT限定不可） 不問

1月25日 01190-10505801 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験

1月19日 01190-804211 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手の経験

1月19日 01190-735311 事務 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験
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1月19日 01190-743311
一般事務、保険事務及び営
業

一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 白老町 普通運転免許 不問

1月19日 01190-703611 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市
日商簿記3級
（簿記3級程度の業務経験あれば資格不問）

簿記3級程度の業務知識
(簿記3級の資格あれば経験不問）

1月19日 01190-717511 医療事務員 一般 ¥175,600 ～ ¥253,450 59歳以下 苫小牧市
医療事務資格あれば尚可
普通運転免許

レセプト請求経験

1月19日 01190-493411 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 33歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月19日 01190-601811 企業福利厚生プランナー 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 64歳以下
苫小牧市
白老町・厚真
町

不問 不問

1月19日 01190-628211 配送及び商品管理 一般 ¥167,000 ～ ¥218,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月19日 01190-670011
明治の宅配専用
人気商品の宅配

一般 ¥202,000 ～ ¥202,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月19日 01190-13711 薬局助手 一般 ¥129,360 ～ ¥129,360 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月19日 01190-32211 介護職員 一般 ¥145,200 ～ ¥165,500 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月19日 01190-33511 介護職員 一般 ¥152,700 ～ ¥173,000 不問 苫小牧市 介護職員初任者研修修了者 不問

1月19日 01190-93311 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許(AT限定不可） パソコン操作実務経験

1月19日 01090-17611 経理事務員 一般 ¥142,400 ～ ¥144,000 64歳以下 白老町 不問 不問

1月19日 01190-762111 看護職員 パート ¥920 ～ ¥960 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月19日 01190-769311 事務職員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 苫小牧市
簿記実務検定3級あれば尚可
普通運転免許

事務経験、経理経験

1月19日 01190-699911 食肉加工員 パート ¥880 ～ ¥880 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月19日 01190-701011 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 中古車、自動車販売または運送業の事務経験　あれば尚可

1月19日 01190-708211 看護助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月19日 01010-1540511 事務職員 パート ¥1,100 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

1月19日 01190-590011 清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

1月19日 01190-245311 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

1月19日 01190-261311 歯科助手及び受付 パート ¥880 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

1月19日 01190-135111 看護補助 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 苫小牧市 不問 不問
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1月19日 01190-158311 家電製品販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月19日 01190-10606601 歯科助手 パート ¥870 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

1月19日 01190-10608101 一般事務及び経理事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

1月19日 01190-10597801 一般事務 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問 不問

1月19日 01190-10544401 受付スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月19日 01190-10546801
ルート配送員及び
クリーニング工場作業

パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許(AT限定不可） 不問

1月19日 01190-10505801 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験

1月19日 01190-10436001 一般経理事務員 パート ¥900 ～ ¥2,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理事務経験（会計事務所での経験あれば尚可）

1月19日 01190-10425801 薬局助手 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

12月22日 01190-10531501 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥170,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月22日 01190-10507501 ルート配送及び販売 一般 ¥187,000 ～ ¥206,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-10495601 事務員 一般 ¥169,000 ～ ¥169,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験1年以上

12月22日 01190-10497101 事務員 一般 ¥167,520 ～ ¥188,027 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験・簿記経験（期間不問）

12月22日 01190-10471101 事務職 一般 ¥154,820 ～ ¥185,500 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-10480401 保育士 一般 ¥220,000 ～ ¥300,000 64歳以下 苫小牧市
保育士
普通運転免許

不問

12月22日 01190-10461601
明治の宅配専用人気商品の
サンプル配りと宅配の申込
受付

一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 69歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-10409201 医療事務 一般 ¥137,500 ～ ¥152,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務、調剤事務経験

12月22日 01190-10418201 調理員 一般 ¥132,300 ～ ¥132,300 不問 苫小牧市 不問 不問

12月22日 01190-10302801 営業及び労務管理 一般 ¥165,000 ～ ¥180,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-10319701 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

12月22日 01190-10371501 サービス提供責任者 一般 ¥206,000 ～ ¥206,000 65歳以下 苫小牧市
介護福祉士
普通運転免許

不問

12月22日 01190-10385701 非破壊検査技術員 一般 ¥182,000 ～ ¥202,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問
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12月22日 01190-10291501 営業事務及び配達 一般 ¥173,000 ～ ¥193,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-10024601 倉庫作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月22日 01190-10079201 歯科助手 一般 ¥149,000 ～ ¥154,000 不問 苫小牧市 不問 不問

12月22日 01190-10125201 歯科助手 一般 ¥148,000 ～ ¥168,000 不問 苫小牧市 不問 不問

12月22日 01190-10241001 自動車部品フロント販売 一般 ¥215,000 ～ ¥269,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-9798901 ベッドメーキング 一般 ¥135,520 ～ ¥135,520 不問 苫小牧市 不問 不問

12月22日 01190-9887101 総務・経理責任者候補 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-9904201 税理士補助業務 一般 ¥200,000 ～ ¥400,000 59歳以下 苫小牧市
日商簿記2級
普通運転免許

会計や財務の実務経験（日商簿記2級あれば経験不問）

12月22日 01190-9920201
一般事務及びマンション管
理

一般 ¥180,000 ～ ¥205,000 40歳以下 苫小牧市
管理業務主任者あれば尚可・簿記実務検定3級あれ
ば尚可
普通運転免許

不問

12月22日 01190-9967101 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 白老町 医療事務管理士（医科・歯科） 医療事務経験

12月22日 01190-10539801 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-10505801 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験

12月22日 01190-10473701 事務員 パート ¥880 ～ ¥950 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 不問

12月22日 01190-10456101 清掃員 パート ¥865 ～ ¥900 不問 白老町 不問 不問

12月22日 01190-10436001 一般経理事務員 パート ¥900 ～ ¥2,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理事務経験(会計事務所での経験あれば尚可)

12月22日 01190-10425801 薬局助手 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

12月22日 01010-40483601 一般事務 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 白老町 普通運転免許 医療事務経験

12月22日 01190-10323601 指導員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 苫小牧市
保育士あれば尚可
普通運転免許

不問

12月22日 01190-10370201 介護職員 パート ¥861 ～ ¥861 65歳以下 苫小牧市 ホームヘルパー2級 施設での入浴介助経験

12月22日 01190-10388501 一般事務 パート ¥870 ～ ¥870 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-10396501 清掃員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

12月22日 27030-35270101 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問
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12月22日 01190-10176201 医療事務 パート ¥870 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験2年以上

12月22日 01190-10192201 受付及び歯科助手 パート ¥870 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

12月22日 01190-10198101 事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-10220401 店内販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月22日 01190-9788301 ベッドメーキング パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

12月22日 01190-9919401 医療事務及び受付 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 医療事務資格あれば尚可 医療事務経験

12月22日 01090-8646301 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 むかわ町 不問 不問

12月22日 01190-9651901 病院内清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

12月14日 01190-10461601
明治の宅配専用人気商品の
サンプル配りと宅配の申込
受付

一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 69歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月14日 01190-10442201 事務補助 一般 ¥134,640 ～ ¥134,640 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

12月14日 01190-10319701. 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

12月14日 01190-10392401 一般事務 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 安平町 不問 不問

12月14日 01100-6218301 一般事務員 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 不問 苫小牧市 不問 不問

12月14日 01190-10295901 事務員 一般 ¥130,160 ～ ¥130,160 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月14日 01190-10297401 総務事務 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 白老町 普通運転免許 総務、経理事務経験

12月14日 01190-10079201 歯科助手 一般 ¥149,000 ～ ¥154,000 不問 苫小牧市 不問 不問

12月14日 01190-10125201 歯科助手 一般 ¥148,000 ～ ¥168,000 不問 厚真町 不問 不問

12月14日 01190-10280701 看護助手 一般 ¥135,000 ～ ¥155,300 不問 安平町 不問 不問

12月14日 01190-9892301
白老町役場
一般事務職員

一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 白老町 普通運転免許　あれば尚可 不問

12月14日 01190-9969701 介護士 一般 ¥153,000 ～ ¥237,000 不問 白老町
ﾎｰﾑヘルパー2級
悔悟職員初任者研修修了者
普通運転免許　（AT限定不可）

不問

12月14日 01090-9477801 医療事務員 一般 ¥115,700 ～ ¥117,000 64歳以下 白老町 不問 不問

12月14日 01090-9478201 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥181,100 64歳以下 白老町 不問 不問
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12月14日 01190-9738001 一般事務員 一般 ¥144,000 ～ ¥150,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月14日 01090-9365001 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥173,100 64歳以下 白老町 不問 不問

12月14日 01190-10456101 清掃員 パート ¥865 ～ ¥900 不問 白老町 不問 不問

12月14日 35090-7326801 一般事務 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 ワード・エクセルの基本操作

12月14日 01190-10412601 一般事務スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験、事務経験

12月14日 01190-10425801 薬局助手 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

12月14日 01010-40483601 一般事務 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 白老町 普通運転免許 医療事務経験

12月14日 01190-10388501 一般事務 パート ¥870 ～ ¥870 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月14日 01190-10408801 一般事務 パート ¥861 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 事務経験

12月14日 27030-35270101 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月14日 01190-10090601 歯科助手及び受付 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

12月14日 01190-10161301 清掃員 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月14日 01190-10192201 受付及び歯科助手 パート ¥870 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

12月14日 01190-10198101 事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月14日 01190-10220401 店内販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月14日 01190-9919401 医療事務及び受付 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 医療事務資格　あれば尚可 医療事務経験

12月14日 01190-9760201 歯科受付 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 白老町 不問 不問

12月14日 01100-6075101 事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 苫小牧市 不問 不問

12月14日 01190-9616301 一般事務補助及び窓口業務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

12月14日 01190-9610401 事務所内の清掃 パート ¥866 ～ ¥866 不問 苫小牧市 不問 不問

12月14日 01190-9460401 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 白老町 不問 不問

12月14日 0190-9467601
冠婚葬祭互助会、みどり生
命保険の案内、各種ｲﾍﾞﾝﾄ
の案内

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問
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12月1日 01190-9755301 工場構内作業員 一般 ¥150,075 ～ ¥150,075 不問 苫小牧市 不問 不問

12月1日 01190-9738001 一般事務員 一般 ¥144,000 ～ ¥144,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月1日 01190-9612801 介護職員 一般 ¥163,100 ～ ¥200,450 59歳以下 苫小牧市
介護福祉士　　　　　　　　　　　あれば尚可
中型自動車第2種免許　　　　あれば尚可

介護経験

12月1日 01190-9591401 就労支援員 一般 ¥170,000 ～ ¥18,200 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

12月1日 01230-19271501 一般事務 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　　　　　　　　　　　　あれば尚可 実務経験

12月1日 01071-1009201 介護職員 一般 ¥149,700 ～ ¥153,000 不問 苫小牧市
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者
普通運転免許

不問

12月1日 01190-9577801 支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥172,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 介護業務経験

12月1日 38010-32887001 品質管理 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 35歳以下 苫小牧市 不問 パソコン基本操作(ワード・エクセル）

12月1日 01190-9544501 フロント事務員 一般 ¥149,200 ～ ¥256,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可） 不問

12月1日 01190-9555601 仕上げ作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 不問 苫小牧市 不問 不問

12月1日 01090-9206401 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥181,100 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月1日 01190-9225101 工場内作業員 一般 ¥168,300 ～ ¥168,300 61歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月1日 01230-19361601 調理補助 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

12月1日 01190-9650601 事務所内清掃 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

12月1日 01190-9651901 病院内清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

12月1日 01190-9615001 学校給食用米飯作業員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月1日 01071-101001 介護職員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市
介護福祉士　　　　　　　　　　　　あれば尚可
介護職員初任者研修修了者
普通運転免許

実務経験

12月1日 01190-9460401 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 不問 不問

12月1日 01190-9211201 歯科助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 不問

12月1日 01190-9373701 療育指導員補助 パート ¥891 ～ ¥891 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修修了者　　あれば尚可
保育士　　　　　　　　　　　　　　　  あれば尚可
普通運転免許

不問

12月1日 01190-9054901 介護職員 パート ¥861 ～ ¥961 不問 苫小牧市
ホームヘルパー2級　　　　　　あれば尚可
介護福祉士　　　　　　　　　　　あれば尚可

福祉施設での業務経験

12月1日 01100-5806601 清掃スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問
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12月1日 01090-8646301 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月17日 01190-9591401 就労支援員 一般 ¥170,000 ～ ¥180,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月17日 01190-9544501 フロント事務員 一般 ¥149,200 ～ ¥256,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可） 不問

11月17日 01190-9547601 事務員 一般 ¥171,500 ～ ¥171,500 不問 苫小牧市 不問 経理事務または一般事務経験

11月17日 01190-9557101 事務補佐員 一般 ¥140,400 ～ ¥140,400 不問 苫小牧市 不問 不問

11月17日 01190-9558401 事務員 一般 ¥135,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理事務経験

11月17日 01190-9525701 経理事務員 一般 ¥149,200 ～ ¥256,000 61歳以下 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可）、日商簿記3級あれば尚可 簿記3級程度の知識及び経理事務経験

11月17日 01190-9246201 支援員 一般 ¥152,040 ～ ¥199,920 不問 白老町 普通運転免許 福祉関係業務経験

11月17日 01190-9307701 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手として1年以上の勤務経験のある方

11月17日 01190-9350201
インターネット販売及びリサ
イクル品の商品販売

一般 ¥215,000 ～ ¥269,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作

11月17日 01230-18519501 食品製造業務 一般 ¥174,960 ～ ¥174,960 不問 安平町 不問 不問

11月17日 01230-18409101 営業事務及び総務経理事務 一般 ¥161,500 ～ ¥243,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 営業事務・総務経理事務経験

11月17日 01010-37575301 調剤薬局医療事務 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 調剤薬局事務経験

11月17日 01090-9206401 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥181,100 64歳以下 白老町 不問 不問

11月17日 01190-8969801 営業事務員 一般 ¥149,200 ～ ¥256,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可） 不問

11月17日 01190-9071901 介護士 一般 ¥148,000 ～ ¥232,000 不問 白老町 介護職員初任者研修修了者/ホームヘルパー2級 不問

11月17日 01190-9088601 医療事務職 一般 ¥154,400 ～ ¥154,400 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験、診療報酬請求経験

11月17日 01190-9138401 総合事務(金融業務) 一般 ¥126,150 ～ ¥130,500 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作、信用金庫・銀行など金融機関勤務経験

11月17日 01190-9616301 一般事務補助及び窓口業務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

11月17日 01190-9618901 一般事務補助及び窓口業務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

11月17日 01190-9615001 学校給食用米飯作業員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月17日 01190-9570001 事務補助員 パート ¥925 ～ ¥1,055 不問 苫小牧市 不問 事務経験
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11月17日 01190-9460401 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 白老町 不問 不問

11月17日 01190-9467601
冠婚葬祭互助会、みどり生
命保険の案内、各種

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月17日 01190-9158201 事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 事務経験

11月17日 01190-9273301 経理事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許、日商簿記2級あれば尚可 パソコン操作

11月17日 01090-8646301 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 む 不問 不問

11月17日 01100-5806601 清掃スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月17日 01100-5898601 事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 苫小牧市 不問 不問

11月17日 01190-9066701 調理員 パート ¥980 ～ ¥980 不問 苫小牧市 不問 調理経験

11月17日 01190-9067801 調理員 パート ¥980 ～ ¥980 不問 苫小牧市 不問 調理経験

11月17日 01100-5604901 事務補助員 パート ¥890 ～ ¥1,118 不問 厚真町 不問 パソコン操作

11月17日 01190-8818901 事務補佐員 パート ¥1,170 ～ ¥1,170 不問 苫小牧市 不問 不問

11月10日 01090-9206401 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥181,100 64歳以下 白老町 不問 不問

11月10日 01010-36100201 医事業務 一般 ¥133,110 ～ ¥144,820 59歳以下 苫小牧市 医療事務管理士(医科・歯科) 不問

11月10日 01190-9525701 経理事務員 一般 ¥149,200 ～ ¥256,000 61歳以下 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可）、日商簿記3級あれば尚可 簿記3級程度の知識及び経理事務経験

11月10日 01190-9432001 清掃マネージャー 一般 ¥190,000 ～ ¥230,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月10日 01190-9258601 損害保険代理店の事務 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

11月10日 01190-9307701 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手として1年以上の勤務経験のある方

11月10日 01190-9350201
インターネット販売及びリサ
イクル品の商品販売

一般 ¥215,000 ～ ¥269,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作

11月10日 01190-8927801 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市 普通運転免許、介護福祉士 不問

11月10日 01190-8969801 営業事務員 一般 ¥149,200 ～ ¥256,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可） 不問

11月10日 01190-8981101 配達及びフロント補助業務 一般 ¥149,200 ～ ¥184,200 39歳以下 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可） 不問

11月10日 01190-9071901 介護士 一般 ¥148,000 ～ ¥232,000 不問 白老町 介護職員初任者研修修了者/ホームヘルパー2級 不問
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11月10日 01190-9088601 医療事務職 一般 ¥154,400 ～ ¥154,400 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験、診療報酬請求経験

11月10日 01190-9111101 一般事務員 一般 ¥152,000 ～ ¥200,000 30歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月10日 01230-18409101 営業事務及び総務経理事務 一般 ¥161,500 ～ ¥243,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 営業事務・総務経理事務経験

11月10日 01100-5738701 受付事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥180,000 59歳以下 苫小牧市 不問 事務実務経験2年以上

11月10日 01190-9138401 総合事務 一般 ¥126,150 ～ ¥130,500 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作、信用金庫、銀行など金融機関勤務経験

11月10日 01190-8893101 医療事務員 一般 ¥175,600 ～ ¥253,450 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許、医療事務資格あれば尚可 レセプト請求経験

11月10日 01190-8899001 事務職 一般 ¥152,100 ～ ¥152,100 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 不問

11月10日 01190-8907101 薬局助手 一般 ¥129,360 ～ ¥129,360 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月10日 01190-8911001 事務員 一般 ¥132,300 ～ ¥139,650 不問 苫小牧市 不問 不問

11月10日 01190-8855801 白老町役場一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 白老町 不問 不問

11月10日 01190-8861401 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許、介護福祉士/中型自動車免許あれば尚可 不問

11月10日 01090-8646301 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 むかわ町 不問 不問

11月10日 01010-36103301 医事業務 パート ¥870 ～ ¥945 不問 苫小牧市 医療事務資格 医療事務経験

11月10日 01190-9460401 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 白老町 不問 不問

11月10日 01190-9467601
冠婚葬祭互助会、みどり生
命保険の案内、各種

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月10日 01190-9273301 経理事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許、日商簿記2級あれば尚可 パソコン操作

11月10日 01190-9158201 事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 事務経験

11月10日 01100-5806601 清掃スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月10日 01100-5898601 事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 苫小牧市 不問 不問

11月10日 01100-5604901 事務補助員 パート ¥890 ～ ¥1,118 不問 厚真町 不問 パソコン操作

11月2日 01190-8920001 事務員 一般 ¥130,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 事務経験

11月2日 01190-8893101 医療事務員 一般 ¥175,600 ～ ¥253,450 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許、医療事務資格あれば尚可 レセプト請求経験
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11月2日 01190-8899001 事務職 一般 ¥152,100 ～ ¥152,100 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 不問

11月2日 01190-8907101 薬局助手 一般 ¥129,360 ～ ¥129,360 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月2日 01190-8884601 一般事務及び運行管理補助 一般 ¥158,500 ～ ¥246,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月2日 01190-8864201 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月2日 01190-8855801 白老町役場一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 白老町 不問 不問

11月2日 01190-8858001 介護職員 一般 ¥160,200 ～ ¥180,500 59歳以下 苫小牧市
普通運転免許、介護職員実務者研修修了者、中型自動車
免許あれば尚可

不問

11月2日 01190-8836401 事務員 一般 ¥169,000 ～ ¥169,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

11月2日 01190-8846701 生活支援員 一般 ¥132,440 ～ ¥132,440 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月2日 01190-8819101 事務職 一般 ¥182,200 ～ ¥182,200 27歳以下 安平町 普通運転免許 不問

11月2日 13040-99141001 フロント職 一般 ¥223,020 ～ ¥247,790 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許、中型自動車免許あれば尚可 不問

11月2日 01190-8796001 事務系総合職(総務・経理系) 一般 ¥177,000 ～ ¥232,000 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月2日 01190-8775401
一般事務及び金融、保険事
務

一般 ¥143,100 ～ ¥221,200 35歳以下 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可） 不問

11月2日 01190-8777801 一般事務職員 一般 ¥125,720 ～ ¥125,720 不問 白老町 普通運転免許あれば尚可 不問

11月2日 01190-8764901 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 33歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月2日 01190-8773901 事務及び施設管理 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許
企業での継続勤務経験3年以上、パソコン操作経
験、事務経験

11月2日 01190-8753001 訪問介護員 一般 ¥165,000 ～ ¥180,000 64歳以下 苫小牧市 介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者 不問

11月2日 01190-8740401 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 白老町 不問 不問

11月2日 01190-8703501 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥195,000 不問 苫小牧市 不問 不問

11月2日 01190-8686401 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

11月2日 01190-8635901 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市
普通運転免許、介護職員初任者研修修了者あれば尚可、
ヘルパー2級あれば尚可、介護福祉士あれば尚可

不問

11月2日 01190-8614201 医療事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥175,000 不問 苫小牧市 不問 診療報酬請求業務

11月2日 01190-8903001 介護職員 パート ¥950 ～ ¥950 59歳以下 苫小牧市
介護福祉士あれば尚可/ホームヘルパー2級/介護職員初
任者研修修了者

不問
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11月2日 01100-5604901 事務補助員 パート ¥890 ～ ¥1,118 不問 厚真町 不問 パソコン操作

11月2日 01230-16802301
認定こども園での調理スタッ
フ

パート ¥870 ～ ¥910 不問 苫小牧市 不問 調理業務経験

11月2日 01190-8354101 店舗スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月27日 01190-8864201 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月27日 01190-8855801 白老町役場一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 白老町 不問 不問

10月27日 01190-8858001 介護職員 一般 ¥160,200 ～ ¥180,500 不問 苫小牧市
介護職員実務者研修修了者/中型自動車免許あれば尚可
普通自動車免許

不問

10月27日 01190-8859301 介護職員 一般 ¥145,200 ～ ¥165,500 不問 苫小牧市 普通運転免許、中型自動車免許あれば尚可 不問

10月27日 01190-8860101 介護職員 一般 ¥152,700 ～ ¥173,000 不問 苫小牧市
普通運転免許、介護職員初任者研修修了者/中型自動車
免許あれば尚可

不問

10月27日 01190-8861401 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市 普通運転免許、介護福祉士、中型自動車免許あれば尚可 不問

10月27日 01190-8862701 一般事務員 一般 ¥130,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

10月27日 01190-8836401 事務員 一般 ¥169,000 ～ ¥169,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

10月27日 01190-8823001
訪問介護員及びサービス提
供責任者補助

一般 ¥149,900 ～ ¥173,200 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可）、介護福祉士 サービス提供責任者経験

10月27日 13040-99141001 フロント職 一般 ¥223,020 ～ ¥247,790 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許、中型自動車免許あれば尚可 不問

10月27日 01190-8796001 事務系総合職(総務・経理系) 一般 ¥177,000 ～ ¥232,000 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月27日 01190-8775401
一般事務及び金融、保険事
務

一般 ¥143,100 ～ ¥221,200 35歳以下 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可） 不問

10月27日 01190-8764901 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 33歳以下 苫小牧市 普通運転免許

10月27日 01190-8773901 事務及び施設管理 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許
企業での継続勤務経験3年以上、パソコン操作経
験、事務経験

10月27日 01190-8740401 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 白老町 不問 不問

10月27日 01190-8703501 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥195,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月27日 01190-8614201 医療事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥175,000 不問 苫小牧市 不問 診療報酬請求業務

10月27日 01190-8628101 介護職員 一般 ¥145,200 ～ ¥165,500 不問 苫小牧市 不問 不問

10月27日 01190-8629401 介護職員 一般 ¥152,700 ～ ¥173,000 不問 苫小牧市 介護職員初任者研修修了者、普通運転免許 不問
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10月27日 01190-8630201 介護職員 一般 ¥160,200 ～ ¥180,500 不問 苫小牧市 介護職員実務者研修修了者、普通運転免許 不問

10月27日 01190-8631501 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市 介護福祉士、普通運転免許 不問

10月27日 01190-8516701 企業福利厚生プランナー 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 64歳以下
苫小牧市、白
老町、厚真町

普通運転免許 不問

10月27日 01190-8593001
明治の宅配専用人気商品の
宅配

一般 ¥202,000 ～ ¥202,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月27日 01190-8191901 医療事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥172,000 39歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月27日 01190-8348801 金融及び共済業務 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 40歳以下 むかわ町 普通運転免許 不問

10月27日 01010-35187101 店舗補助スタッフ パート ¥920 ～ ¥920 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月27日 01190-8816301 申請相談員 パート ¥1,130 ～ ¥1,306 不問 苫小牧市 不問 不問

10月27日 01190-8354101 店舗スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月27日 01190-8409101 医療事務 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

10月27日 27060-28731301 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 PC(Officeソフト)

10月27日 01190-8165601 歯科助手 パート ¥950 ～ ¥950 不問 白老町 不問 歯科助手経験

10月19日 01190-8775401
一般事務及び金融、保険事
務

一般 ¥143,100 ～ ¥221,200 35歳以下 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可） 不問

10月19日 01190-8764901 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 33歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月19日 01190-8773901 事務及び施設管理 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 企業での継続勤務経験3年以上

10月19日 01190-8753001 訪問介護員 一般 ¥165,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修
介護職員実務者研修

不問

10月19日 01190-8740401 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 白老町 不問 不問

10月19日 01190-8703501 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥195,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月19日 01190-8719801 一般事務員 一般 ¥130,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

10月19日 01190-8686401 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月19日 01190-8635901 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護職員初任者研修・ヘルパー2級　　あれば尚可

不問

10月19日 01240-18025801 訪問入浴介助 一般 ¥204,600 ～ ¥204,600 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許　（AT限定不可） 不問
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10月19日 01070-4415101 介護職員 一般 ¥170,500 ～ ¥229,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ経験

10月19日 01190-8611401 看護助手 一般 ¥157,000 ～ ¥201,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月19日 01190-8629401 介護職員 一般 ¥152,700 ～ ¥173,000 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護職員初任者研修修了者

不問

10月19日 01190-8630201 介護職員 一般 ¥160,200 ～ ¥180,500 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護職員実務者研修修了者

不問

10月19日 01190-8484401 介護職員 一般 ¥175,000 ～ ¥261,000 不問 苫小牧市
介護福祉士　　　　　　　　あれば尚可
ホームヘルパー2級　　　 あれば尚可
普通運転免許　　　　　　 あれば尚可

不問

10月19日 01190-8191901 医療事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥172,000 39歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月19日 01190-8348801 金融及び共済業務 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 40歳以下 むかわ町町 普通運転免許 不問

10月19日 01190-8770001 介護職員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市
介護福祉士・介護職員実務者研修修了者あれば尚可

介護職員初任者研修　　必須
デイサービス、保育所、福祉施設などでの介護経験

10月19日 01190-8509201 清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

10月19日 01190-8273401 清掃スタッフ パート ¥950 ～ ¥1,500 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月19日 01190-8354101 店舗スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月19日 27060-28731301 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 PC(Officeソフト)

10月19日 01190-7936501 入浴介助員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修修了者あれば尚可、
ホームヘルパー2級あれば尚可

不問

10月12日 01190-8703501 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥195,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月12日 01190-8686401 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月12日 01070-4415101 介護職員 一般 ¥170,500 ～ ¥229,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ経験

10月12日 01190-8635901 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市
普通運転免許、介護職員初任者研修修了者あれば尚可、
ホームヘルパー2級あれば尚可

不問

10月12日 01190-8611401 看護助手 一般 ¥157,000 ～ ¥201,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月12日 01190-8614201 医療事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥175,000 不問 苫小牧市 不問 診療報酬請求業務

10月12日 01190-8628101 介護職員 一般 ¥145,200 ～ ¥165,500 不問 苫小牧市 不問 不問

10月12日 01190-8629401 介護職員 一般 ¥152,700 ～ ¥173,000 不問 苫小牧市 普通運転免許、介護職員初任者研修修了者 不問

10月12日 01190-8630201 介護職員 一般 ¥160,200 ～ ¥180,500 不問 苫小牧市 普通運転免許、介護職員初任者研修修了者 不問
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10月12日 01190-8631501 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市 普通運転免許、介護福祉士 不問

10月12日 01190-8484401 介護職員 一般 ¥175,000 ～ ¥261,000 不問 苫小牧市
普通運転免許あれば尚可、介護福祉士あれば尚可、ホー
ムヘルパー2級あれば尚可

不問

10月12日 01190-8516701 企業福利厚生プランナー 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 64歳以下
苫小牧市、白
老町、厚真町

普通運転免許 不問

10月12日 01190-8593001
明治の宅配専用人気商品の
宅配

一般 ¥202,000 ～ ¥202,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月12日 01190-8607501 医療事務員 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 苫小牧市 不問 不問

10月12日 01190-8191901 医療事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥172,000 39歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月12日 01190-8348801 金融及び共済業務 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 40歳以下 むかわ町 普通運転免許 不問

10月12日 01190-8387901 一般事務 一般 ¥153,000 ～ ¥176,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月12日 01190-8404501 営業事務員 一般 ¥148,100 ～ ¥243,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　　（AT限定不可） 事務経験

10月12日 01090-7729401 医療事務員 一般 ¥142,400 ～ ¥144,000 64歳以下 白老町 不問 不問

10月12日 01090-7741601 経理事務員 一般 ¥142,400 ～ ¥144,000 64歳以下 白老町 不問 不問

10月12日 01100-4999701 配車事務スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月12日 01190-7984701 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　　（AT限定不可） パソコン操作、実務経験

10月12日 01190-8354101 店舗スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月12日 01190-8409101 医療事務 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

10月12日 27060-28731301 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 PC(Officeソフト)

10月5日 01190-8191901 医療事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥172,000 39歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月5日 01190-8204601 営業員 一般 ¥230,000 ～ ¥280,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月5日 01190-8348801 金融及び共済業務 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 40歳以下 むかわ町 普通運転免許 不問

10月5日 01190-8387901 一般事務 一般 ¥153,000 ～ ¥176,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月5日 01190-8404501 営業事務員 一般 ¥148,100 ～ ¥243,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　　（AT限定不可） 事務経験

10月5日 01090-7729401 医療事務員 一般 ¥142,400 ～ ¥144,000 64歳以下 白老町 不問 不問
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10月5日 01090-7741601 経理事務員 一般 ¥142,400 ～ ¥144,000 64歳以下 白老町 不問 不問

10月5日 01190-7983401
事務員・技術員・保育士・保
健師等

一般 ¥130,160 ～ ¥169,620 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

10月5日 01190-7984701 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　　（AT限定不可） パソコン操作、実務経験

10月5日 01190-7866301 歯科助手 一般 ¥148,000 ～ ¥168,000 不問 厚真町 不問 不問

10月5日 13080-61140001 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 安平町 不問 不問

10月5日 01190-7825301 事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月5日 01190-7816001 白老町役場一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 白老町 普通運転免許あれば尚可 不問

10月5日 01190-7795601 営業職 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許　　（AT限定不可） 不問

10月5日 01190-7727501 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

10月5日 01190-7671501 一般事務及び経理事務 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験　　簿記や経理の知識ある方尚可

10月5日 01190-7656001 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月5日 01190-7662201 事務員 一般 ¥161,000 ～ ¥165,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月5日 01090-7258901 医療事務員 一般 ¥115,700 ～ ¥117,000 64歳以下 白老町 不問 不問

10月5日 01190-8354101 店舗スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

10月5日 01190-8409101 医療事務 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

10月5日 27060-28731301 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 PC(Officeソフト)

10月5日 01190-7897801 歯科助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問
6ヶ月程度の歯科助手経験(但し衛生士学校の学生
の場合は経験は不問)

10月5日 01190-7806201 受付及び歯科助手 パート ¥870 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

10月5日 01190-7642101 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務

10月5日 01190-7521701 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 安平町 普通運転免許 不問

9月28日 13080-61140001 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 安平町 不問 不問

9月28日 01190-7840301 一般事務及び経理事務補助 一般 ¥184,800 ～ ¥200,000 44歳以下 苫小牧市 不問 不問
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9月28日 01190-7812701 新聞記者 一般 ¥168,100 ～ ¥220,000 30歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月28日 01190-7813801 サービス提供責任者 一般 ¥206,000 ～ ¥206,000 65歳以下 苫小牧市
介護福祉士
普通運転免許（AT限定不可）

不問

9月28日 01190-7795601 営業職 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許　　（AT限定不可） 不問

9月28日 01190-7797101 配送員 一般 ¥160,200 ～ ¥160,200 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月28日 01190-7770901 軽作業員 一般 ¥154,800 ～ ¥176,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7737301 介護スタッフ 一般 ¥163,500 ～ ¥202,500 不問 苫小牧市
介護福祉士・介護職員実務者研修修了者・介護職員
初任者研修修了者あれば尚可
普通運転免許あれば尚可

介護施設経験

9月28日 01190-7725801 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 白老町 医療事務管理士(医科・歯科)あれば尚可 医療事務経験

9月28日 01190-7727501 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

9月28日 01010-30666601
新車への各種カー用品の取
付

一般 ¥180,000 ～ ¥212,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01240-16046501 巡回スタッフ 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月28日 27020-52025701 一般事務 一般 ¥177,000 ～ ¥238,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7670201 税理士補助業務 一般 ¥200,000 ～ ¥400,000 59歳以下 苫小牧市
普通運転免許
日商簿記2級

会計や財務の実務経験（日商簿記2級あれば経験不問）

9月28日 01190-7671501 一般事務及び経理事務 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許
事務経験
簿記や経理の知識あれば尚可

9月28日 01190-7656001 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7662201 事務員 一般 ¥161,000 ～ ¥165,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月28日 01090-7258901 医療事務員 一般 ¥115,700 ～ ¥117,000 64歳以下 白老町 不問 不問

9月28日 01190-7617101
明治の宅配専用人気商品の
サンプル配りと宅配の申込
受付

一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 69歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月28日 01190-7624901 非破壊検査技術員 一般 ¥182,000 ～ ¥202,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許　　（AT限定不可） 不問

9月28日 01190-7636701 工場構内作業員 一般 ¥150,075 ～ ¥150,075 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月28日 01190-7641901 医療事務 一般 ¥135,000 ～ ¥232,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務経験

9月28日 01190-7571401 医療事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7309901 総合事務 一般 ¥162,900 ～ ¥214,300 30歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問
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9月28日 01190-7343701 歯科助手 一般 ¥149,000 ～ ¥154,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7410301 一般事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 不問 一般事務経験

9月28日 01190-7431701 水産加工作業員 一般 ¥132,594 ～ ¥132,594 不問 白老町 不問 不問

9月28日 01190-7482701 自動車部品フロント販売 一般 ¥215,000 ～ ¥269,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月28日 01190-7845701 支援員 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
保育士　あれば尚可/幼稚園教諭免許（専修・1種・2
種）あれば尚可/介護福祉士あれば尚可
普通運転免許

不問

9月28日 01190-7806201 受付及び歯科助手A パート ¥870 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

9月28日 01190-7807501 受付及び歯科助手B パート ¥870 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

9月28日 01190-7781701 医療事務 パート ¥870 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 医療事務実務経験2年以上

9月28日 01190-7755901 一般事務 パート ¥870 ～ ¥870 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月28日 01010-31081201 一般事務 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 白老町 普通運転免許 医療事務経験

9月28日 01190-7647501
倉庫管理及び出庫チェック
手伝い

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01071-823301 調理員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 苫小牧市 普通運転免許 実務経験

9月28日 01190-7637801 加工作業員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 白老町 不問 不問

9月28日 01190-7640601 ベッドメーキング パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7642101 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務経験

9月28日 01190-7575501 介護職員 パート ¥861 ～ ¥861 65歳以下 苫小牧市 ホームヘルパー2級 施設での入浴介助経験

9月28日 01190-7363001 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7454901 店内販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7465401 介護職員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7506801 イチゴの栽培 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7521701 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 安平町 普通運転免許 不問

9月28日 01190-7541001 指導員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 苫小牧市
保育士あれば尚可
普通運転免許

不問
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9月28日 01190-7042601 調理員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 白老町 不問 不問

9月28日 01190-7091601 菓子製造工 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-7188301 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01190-7797101 配送員 一般 ¥160,200 ～ ¥160,200 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-7770901 軽作業員 一般 ¥154,800 ～ ¥176,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01190-7725801 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 白老町 医療事務管理士(医科・歯科)あれば尚可 医療事務経験

9月24日 01190-7727501 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

9月24日 01190-7693701 調理及び事務 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市
調理師あれば尚可
栄養士あれば尚可

不問

9月24日 01190-7671501 一般事務及び経理事務 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験、簿記や経理の知識あれば尚可

9月24日 01190-7656001 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01190-7662201 事務員 一般 ¥161,000 ～ ¥165,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01010-31126101 調剤薬局医療事務 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 調剤薬局事務経験

9月24日 01240-16046501 巡回スタッフ 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01250-4200801 部品取付・ピッキング業務 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01040-10028101 事務係 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01090-7258901 医療事務員 一般 ¥115,700 ～ ¥117,000 64歳以下 白老町 不問 不問

9月24日 01190-7578601 一般事務 一般 ¥145,800 ～ ¥145,800 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理経験

9月24日 01190-7617101
明治の宅配専用人気商品の
宅配

一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 69歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-7624901 非破壊検査技術員 一般 ¥182,000 ～ ¥202,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許　　（AT限定不可） 不問

9月24日 01190-7634101 一般事務 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 安平町 不問 不問

9月24日 01190-7636701 工場構内作業員 一般 ¥150,075 ～ ¥150,075 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-7641901 医療事務 一般 ¥135,000 ～ ¥232,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務経験
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9月24日 01190-7309901 総合事務 一般 ¥162,900 ～ ¥214,300 30歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-7343701 歯科助手 一般 ¥149,000 ～ ¥154,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01190-7410301 一般事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 不問 一般事務経験

9月24日 01190-7482701 自動車部品フロント販売 一般 ¥215,000 ～ ¥269,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-7511101 看護助手 一般 ¥135,111 ～ ¥155,300 不問 安平町 不問 不問

9月24日 13040-81902701 事務職 一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 13040-81910701 事務職 一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 59歳以下 むかわ町 普通運転免許 不問

9月24日 01090-6808901 医療事務員 一般 ¥170,100 ～ ¥181,100 64歳以下 白老町 不問 医療事務経験者

9月24日 01190-7041301 介護職員 一般 ¥145,200 ～ ¥165,500 不問 苫小牧市
介護職員実務者研修修了者あれば尚可
介護福祉士あれば尚可
普通自動車運転免許

不問

9月24日 01190-7044101 ベッドメーキング 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01190-7136201 経理事務 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 苫小牧市
日商簿記3級あれば尚可
普通自動車運転免許

不問

9月24日 01190-7145501 総務・経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-7211901 介護士 一般 ¥153,000 ～ ¥237,000 不問 白老町
ホームヘルパー2級・介護職員初任者研修修了者
普通運転免許　　（AT限定不可）

不問

9月24日 01190-7806201 受付及び歯科助手 パート ¥870 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

9月24日 01190-7796901 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通運転免許 エクセル・ワード、パソコン基本操作できる方

9月24日 01190-7755901 一般事務 パート ¥870 ～ ¥870 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-7733801 事務補助員 パート ¥925 ～ ¥1,055 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01100-4881601 臨時事務職員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01071-823301 調理員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 苫小牧市 普通運転免許 実務経験

9月24日 01190-7592001 サービスサポートスタッフ パート ¥950 ～ ¥1,150 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-7640601 ベッドメーキング パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01190-7642101 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務経験
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9月24日 01190-7363001 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01190-7380001 食肉加工工場内作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01190-7454901 店内販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-7521701 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 安平町 普通運転免許 不問

9月24日 01230-14486201
認定こども園での調理スタッ
フ

パート ¥870 ～ ¥910 不問 苫小牧市 調理師あれば尚可 調理業務経験

9月24日 01190-7154001 幼稚園バス添乗員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 01190-7188301 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 不問

9月24日 27030-25490501 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-7029701 経理事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市
日商簿記2級あれば尚可
普通自動車運転免許

パソコン操作経験

9月24日 01190-7030501 一般事務 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作経験

9月24日 01190-6985101 医療事務員 パート ¥920 ～ ¥980 不問 苫小牧市 医療事務資格 医療事務勤務経験

9月24日 01190-6971201 病院受診付添職員 パート ¥930 ～ ¥1,080 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月24日 01190-6807701 調理員 パート ¥980 ～ ¥980 不問 苫小牧市 不問 調理経験

9月14日 01190-7725801 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 白老町 医療事務管理士(医科・歯科)あれば尚可 医療事務経験

9月14日 01190-7727501 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

9月14日 27020-52025701 一般事務 一般 ¥177,000 ～ ¥238,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-7692401 介護職員 一般 ¥142,800 ～ ¥142,800 不問 苫小牧市 介護福祉士、普通自運転免許 不問

9月14日 01190-7671501 一般事務及び経理事務 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 事務経験、簿記や経理の知識ある方尚可

9月14日 01190-7656001 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-7662201 事務員 一般 ¥161,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月14日 01190-7701001 生活支援員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 不問 パソコン入力程度の経験

9月14日 01040-10028101 事務係 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問
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9月14日 01090-7258901 医療事務員 一般 ¥115,700 ～ ¥117,000 64歳以下 白老町 不問 不問

9月14日 01190-7578601 一般事務 一般 ¥145,800 ～ ¥145,800 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理経験

9月14日 01190-7606301 ネットショップの管理業務 一般 ¥149,175 ～ ¥186,469 不問 白老町 不問 ネットショップやデザイン等の経験がある方は優遇

9月14日 01190-7624901 非破壊検査技術員 一般 ¥182,000 ～ ¥202,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月14日 01190-7634101 一般事務 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 安平町 不問 不問

9月14日 01190-7641901 医療事務 一般 ¥135,000 ～ ¥232,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務

9月14日 01190-7571401 医療事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-7309901 総合事務 一般 ¥162,900 ～ ¥214,300 30歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月14日 01190-7343701 歯科助手 一般 ¥149,000 ～ ¥154,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-7410301 一般事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 不問 一般事務経験

9月14日 01190-7511101 看護助手 一般 ¥135,111 ～ ¥155,300 不問 安平町 不問 不問

9月14日 13040-81902701 事務職 一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月14日 13040-81910701 事務職 一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 59歳以下 むかわ町 普通運転免許 不問

9月14日 01090-6808901 医療事務員 一般 ¥170,100 ～ ¥181,100 64歳以下 白老町 不問 医療事務経験者

9月14日 01190-7040001 介護助手 一般 ¥130,500 ～ ¥130,500 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-7041301 介護職員 一般 ¥145,200 ～ ¥165,500 不問 苫小牧市
普通運転免許、介護職員初任者研修修了者あれば尚可/
介護福祉士あれば尚可

不問

9月14日 01190-7044101 ベッドメーキング 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-7087401 事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　　（AT限定不可） 事務経験、パソコン操作経験

9月14日 01100-4881601 臨時事務職員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-7637801 加工作業員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 白老町 不問 不問

9月14日 01190-7640601 ベッドメーキング パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-7642101 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務

37 ページ



提供：ハローワーク苫小牧
　　　　（マザーズコーナー）

令和　２年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

9月14日 01190-7521701 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 安平町 普通運転免許 不問

9月14日 01190-7042601 調理員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 白老町 不問 不問

9月14日 01190-7235301
ホームヘルパー(訪問介護
員)

パート ¥965 ～ ¥1,195 不問 白老町
介護福祉士あれば尚可/介護職員実務者研修修了者あれ
ば尚可/介護職員初任者研修修了者あれば尚可/普通運転
免許あれば尚可

不問

9月14日 01190-7030501 一般事務 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作

9月8日 01090-7258901 医療事務員 一般 ¥115,700 ～ ¥117,000 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月8日 01190-7578601 一般事務 一般 ¥145,800 ～ ¥145,800 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理経験

9月8日 01190-7617101
明治の宅配専用人気商品の
宅配

一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 69歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月8日 01190-7634101 一般事務 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 安平町 不問 不問

9月8日 01190-7641901 医療事務 一般 ¥135,000 ～ ¥232,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務

9月8日 01190-7343701 歯科助手 一般 ¥149,000 ～ ¥154,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月8日 01190-7410301 一般事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 不問 一般事務経験

9月8日 01190-7511101 看護助手 一般 ¥135,111 ～ ¥155,300 不問 安平町 不問 不問

9月8日 01190-7044101 ベッドメーキング 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 苫小牧市 不問 不問

9月8日 01190-7136201 経理事務 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 日商簿記3級あれば尚可

9月8日 01190-7149901 図書司書 一般 ¥114,240 ～ ¥114,240 不問 白老町 司書、普通運転免許あれば尚可 不問

9月8日 01190-7205401 事務職 一般 ¥169,100 ～ ¥169,100 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月8日 01190-7211901 介護士 一般 ¥153,000 ～ ¥237,000 不問 白老町
普通運転免許(AT限定不可)、ホームヘルパー2級、介護職
員初任者研修修了者

不問

9月8日 01190-7023001 税務事務員 一般 ¥107,720 ～ ¥134,340 不問 苫小牧市 不問 不問

9月8日 01190-6979701 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 保険事務経験

9月8日 01190-6957001 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥185,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 医療事務

9月8日 01190-6944401 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市 普通運転免許　介護福祉士 不問

9月8日 01190-6911401 医療事務職 一般 ¥154,400 ～ ¥154,400 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験、診療報酬請求経験
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9月8日 01071-823301 調理員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 苫小牧市 普通運転免許 実務経験(年数不問)

9月8日 01190-7640601 ベッドメーキング パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問 不問

9月8日 01190-7642101 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務

9月8日 01190-7454901 店内販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月8日 01190-7502901 分析業務補助作業員 パート ¥900 ～ ¥900 18歳以上 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月8日 01190-7521701 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 安平町 普通運転免許 不問

9月8日 01230-14486201
認定こども園での調理スタッ
フ

パート ¥870 ～ ¥910 不問 苫小牧市 調理師あれば尚可 調理業務経験

9月8日 01190-7188301 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 不問

9月8日 01190-7298801 事務員 パート ¥920 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月8日 27030-25490501 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月8日 01190-7029701 経理事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許、日商簿記2級あれば尚可 パソコン操作

9月8日 01190-7030501 一般事務 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月8日 01190-6818201 歯科助手及び歯科受付 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 歯科助手の業務経験3年～5年以上

9月8日 01010-25778801 医事業務 パート ¥870 ～ ¥945 不問 苫小牧市 医療事務資格 医療事務経験

9月1日 01190-7000901 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

9月1日 01190-7023001 税務事務員 一般 ¥107,720 ～ ¥134,340 不問 苫小牧市 不問 不問

9月1日 01190-6999501 ルート営業 一般 ¥149,480 ～ ¥156,480 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月1日 01190-6979701 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 保険事務経験

9月1日 01190-6983601 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 不問 事務経験

9月1日 01190-6957001 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥185,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 医療事務

9月1日 01190-6934601 工場内作業員 一般 ¥168,300 ～ ¥168,300 61歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月1日 01190-6935901
パッケージ作業及びきのこ
の栽培作業

一般 ¥158,100 ～ ¥158,100 61歳以下 苫小牧市 不問 不問
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9月1日 01190-6944401 介護職員 一般 ¥165,200 ～ ¥185,500 不問 苫小牧市 普通運転免許、介護福祉士 不問

9月1日 01190-6954801 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月1日 01190-6909301 一般事務員 一般 ¥173,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

9月1日 01190-6911401 医療事務職 一般 ¥154,400 ～ ¥154,400 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験、診療報酬請求経験

9月1日 01010-26853801 損保事務サポート 一般 ¥157,950 ～ ¥157,950 不問 苫小牧市 不問 事務経験

9月1日 01250-3804401 ハム・ソーセージの食品加工 一般 ¥147,000 ～ ¥147,000 不問 安平町 不問 不問

9月1日 01250-3755101 レンタル備品清掃スタッフ 一般 ¥153,600 ～ ¥153,600 不問 苫小牧市 不問 不問

9月1日 01230-13068401 軽作業員 一般 ¥135,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月1日 01240-14353501 一般事務 一般 ¥145,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市
普通運転免許、日商簿記3級/建設業経理事務士3級あれ
ば尚可

建設業経理経験あれば尚可

9月1日 01190-6758601 歯科助手及び受付事務 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

9月1日 01190-6761801 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月1日 01190-6349801 歯科助手及び受付事務 一般 ¥152,000 ～ ¥162,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

9月1日 01190-6351601 介護スタッフ 一般 ¥146,000 ～ ¥146,000 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修修了者あれば尚可/ホームヘルパー2
級あれば尚可

不問

9月1日 01190-6359001 介護士 一般 ¥148,000 ～ ¥232,000 不問 白老町 介護職員初任者研修修了者/ホームヘルパー2級 不問

9月1日 01190-6380801 システム担当 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作

9月1日 01190-6422001 総合事務(金融業務) 一般 ¥126,150 ～ ¥130,500 不問 苫小牧市 普通運転免許
パソコン操作、信用金庫、銀行など金融機関勤務経
験

9月1日 01190-6510301 支援員 一般 ¥152,040 ～ ¥199,920 不問 白老町 普通運転免許 福祉関係業務経験

9月1日 01190-7024301 倉庫アシスタント パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問 不問

9月1日 01190-7004801 介護職員 パート ¥861 ～ ¥961 不問 安平町 ホームヘルパー　2級あれば尚可、介護福祉士あれば尚可 福祉施設での業務経験

9月1日 01190-6985101 医療事務員 パート ¥920 ～ ¥960 不問 苫小牧市 医療事務資格 医療事務勤務経験

9月1日 01230-13607901 調理補助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 不問

9月1日 01100-4369801 営業スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問
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9月1日 01010-25778801 医事業務 パート ¥870 ～ ¥945 不問 苫小牧市 医療事務資格 医療事務経験

9月1日 01190-6592201 介護職員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 ホームヘルパー2級/介護職員初任者研修修了者 不問

9月1日 01190-6672701 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 白老町 不問 不問

9月1日 01090-6290301 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 むかわ町 不問 不問

9月1日 01100-4125701 清掃スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 経験者尚可

9月1日 01190-6213601 介護職員 パート ¥930 ～ ¥1,030 不問 白老町 不問 不問

9月1日 01190-6214901 介護福祉士 パート ¥1,080 ～ ¥1,130 不問 白老町 介護福祉士 不問

9月1日 01190-6216401 調理員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

9月1日 01190-6228201 病院クラーク パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

9月1日 01190-6240101 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験、パソコン入力操作経験

8月25日 01190-6934601 工場内作業員 一般 ¥168,300 ～ ¥168,300 61歳以下 苫小牧市 不問 不問

8月25日 01190-6935901
パッケージ作業及び
きのこ栽培作業

一般 ¥158,100 ～ ¥158,100 61歳以下 苫小牧市 不問 不問

8月25日 01190-6909301 一般事務員 一般 ¥173,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

8月25日 01071-725501 介護職員 一般 ¥149,700 ～ ¥153,000 不問 苫小牧市
ホームヘルパー　2級
介護職員初任者研修修了者

実務経験、調理の経験

8月25日 01100-4366101 販売スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

8月25日 01190-6758601 歯科助手及び受付事務 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

8月25日 01190-6761801 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥20,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

8月25日 01190-6349801 歯科助手及び受付事務 一般 ¥152,000 ～ ¥162,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

8月25日 01190-6351601 介護スタッフ 一般 ¥146,000 ～ ¥146,000 不問 苫小牧市
介護初任者研修修了者　　　あれば尚可
ホームヘルパー2級　　　　　　あれば尚可

不問

8月25日 01190-6359001 介護職員 一般 ¥148,000 ～ ¥232,000 不問 白老町
介護初任者研修修了者
ホームヘルパー2級

不問

8月25日 01190-6682201 総合職事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　　（AT限定不可） 不問

8月25日 01190-6684001
商工会議所
共済・福祉制度推進

一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　　　あれば尚可 不問

41 ページ



提供：ハローワーク苫小牧
　　　　（マザーズコーナー）

令和　２年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

8月25日 01190-6882801 一般事務 パート ¥950 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市 普通運転免許 保険事務経験

8月25日 01190-6867201 歯科助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 不問

8月25日 01190-6822101 医療事務員 パート ¥920 ～ ¥920 不問 苫小牧市 不問 不問

8月25日 01071-726001 介護職員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護福祉士　　　　　　　　　　　　あれば尚可
介護職員初任者研修修了者

実務経験

8月25日 01190-6381201 調理員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問 不問

8月25日 01190-6592201 介護職員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市
ホームヘルパー　2級
介護職員初任者研修修了者

不問

8月25日 01190-6622801 療育指導員補助 パート ¥891 ～ ¥891 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護職員初任者研修修了者　　　　あれば尚可
保育士　　　　　　　　　　　　　　　　　　あれば尚可

8月25日 01190-6624501 支援員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 福祉経験

8月25日 01190-6672701 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 白老町 不問 不問

8月25日 01090-6290301 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 むかわ町 不問 不問

8月25日 01100-4125701 清掃スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 経験者尚可

8月25日 01190-6213601 介護職員 パート ¥930 ～ ¥1,030 不問 白老町 不問 不問

8月25日 01190-6216401 調理員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

8月25日 01190-6201201 事務補助ん パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 中古車、自動車販売または運送業の事務経験

8月25日 01190-6155801 介護スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市
普通運転免許　　　　　　　　　 　  あれば尚可
介護福祉士　　　　　　　　　　　　　あれば尚可
介護職員実務者研修修了者　　あれば尚可

不問

7月6日 01190-5801601 企業福利厚生プランナー 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 64歳以下 白老町 普通自運転免許（AT限定不可） 不問

7月6日 01190-5855401 福祉用具の営業 一般 ¥201,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 介護に関する知識及び経験

7月6日 01190-5867501 支援相談員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,500 65歳以下 苫小牧市 社会福祉士/介護福祉士 支援相談員経験

7月6日 01190-5873801
明治の宅配専用人気商品の
宅配

一般 ¥202,000 ～ ¥202,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

7月6日 01190-5653201 店舗スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

7月6日 01190-5615301 調理員 パート ¥980 ～ ¥980 不問 苫小牧市 不問 調理経験

7月6日 01190-5462001 歯科助手 パート ¥950 ～ ¥950 不問 白老町 不問 歯科助手経験
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7月6日 01190-5522701 介護職員 パート ¥900 ～ ¥1,350 不問 厚真町
介護福祉士/介護職員初任者研修修了者あれば尚可、普
通運転免許

不問

7月6日 01190-5272601 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 不問

7月6日 01190-5277801 店内販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月29日 01190-5239601 事務及び施設管理 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 企業での継続勤務経験3年以上

6月29日 01190-5245001 一般事務 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 安平町 不問 不問

6月29日 01190-5236501 看護助手 一般 ¥140,000 ～ ¥165,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月29日 01190-5211501 生活支援員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 パソコン入力程度の経験

6月29日 01190-5168901 金融事務 一般 ¥154,500 ～ ¥154,500 不問 苫小牧市 不問 不問

6月29日 01070-2826701 一般事務員 一般 ¥150,800 ～ ¥234,650 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月29日 01230-10299501 食品製造業務 一般 ¥166,088 ～ ¥166,088 不問 安平町 不問 不問

6月29日 13080-41213201 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月29日 01190-5189201 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 安平町 普通運転免許 不問

6月29日 01190-5085001 園児お世話係 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

6月29日 01190-5023401 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

6月29日 01190-5004901 歯科助手及び受付事務 パート ¥900 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

6月29日 27010-28766201 ラウンダー パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月29日 01190-4970601 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験・経理事務経験

6月26日 01190-5211501 生活支援員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 パソコン入力程度の経験

6月26日 01190-5168901 金融事務 一般 ¥154,500 ～ ¥154,500 不問 苫小牧市 不問 不問

6月26日 01070-2826701
一般事務員(通関手続きに関
する書類作成等)

一般 ¥150,800 ～ ¥234,650 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月26日 01230-10299501 食品製造業務 一般 ¥166,088 ～ ¥166,088 不問 安平町 不問 不問

6月26日 13080-41213201 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 不問
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6月26日 01232-1078701 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥185,000 35歳以下 厚真町 普通運転免許 不問

6月26日 01190-5234801 事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験

6月26日 01190-5195401 訓練補助員 パート ¥938 ～ ¥938 不問 苫小牧市 不問 不問

6月26日 01190-5189201 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月26日 01190-5138701 看護助手 パート ¥900 ～ ¥960 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月26日 01190-5085001 園児お世話係 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

6月26日 01190-5023401 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務経験

6月26日 01190-5004901 歯科助手及び受付事務 パート ¥900 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手

6月26日 01190-4970601 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験・経理事務経験

6月26日 01190-4975801 医療事務 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

6月22日 13080-41213201 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月22日 01190-5116001 非破壊検査技術員 一般 ¥182,000 ～ ¥202,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

6月22日 38010-17656601 部品製作 一般 ¥167,000 ～ ¥180,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月22日 01190-5100601 事務員 一般 ¥158,000 ～ ¥170,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月22日 01190-5189201 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 安平町 普通運転免許 不問

6月22日 01190-5156501 食肉加工工場内作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

6月22日 38010-17657901 部品製作 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月22日 01190-4970601 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験・経理事務経験

6月22日 01190-4975801 医療事務 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

6月22日 01190-4732201 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

6月17日 13080-41213201 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月17日 01190-5116001 非破壊検査技術員 一般 ¥182,000 ～ ¥202,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問
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6月17日 01232-1078701 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥185,000 35歳以下 厚真町 普通運転免許 不問

6月17日 38010-17656601 部品製作 一般 ¥167,000 ～ ¥180,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月17日 01190-5084501 営業職 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月17日 01190-5100601 事務員 一般 ¥158,000 ～ ¥170,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月17日 01190-5073701 総務・経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月17日 01190-5081701 一般事務員及び販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月17日 01190-5064401 製造製作補助 一般 ¥180,000 ～ ¥314,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月17日 01190-5045301 フィットネス施設接客スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 不問

6月17日 38010-17657901 部品製作 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月17日 01190-5004901 歯科助手及び受付事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

6月17日 01190-4970601 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験・経理事務経験

6月17日 01190-4975801 医療事務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

6月17日 01190-4732201 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

6月17日 01190-4859101 ポップコーン製作・販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月11日 01190-5073701 総務・経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月11日 01190-5081701 一般事務員及び販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月11日 01190-5064401 製造製作補助 一般 ¥180,000 ～ ¥314,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月11日 01190-5045301 フィトネス施設接客スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 不問

6月11日 01190-5017801 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

6月11日 01190-5028001 受付及び医療事務 一般 ¥155,000 ～ ¥195,000 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

6月11日 01190-5029301 部品管理補助 一般 ¥180,000 ～ ¥314,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月11日 01190-5030101 製造製作補助 一般 ¥180,000 ～ ¥314,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問
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6月11日 01190-5037301 一般事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 不問 一般事務経験

6月11日 01190-5041801 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥163,000 34歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月11日 01190-49990701 一般事務員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月11日 01190-5004901 歯科助手及び受付事務 パート ¥900 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

6月11日 01190-4970601 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験・経理事務経験

6月11日 01190-4732201 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

6月11日 01190-4859101 ポップコーン製作・販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月8日 01190-5017801 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手の経験

6月8日 01190-5028001 受付及び医療事務 一般 ¥155,000 ～ ¥195,000 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

6月8日 01190-5029301 部品管理補助 一般 ¥180,000 ～ ¥314,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月8日 01190-5037301 一般事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 不問 一般事務経験

6月8日 01190-5041801 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥163,000 34歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月8日 01190-4990701 一般事務員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月8日 01190-4970601 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験・経理事務経験

6月8日 01190-4732201 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

6月4日 01190-4962601
明治の宅配専用人気商品の
サンプル配りと宅配

一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 69歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月4日 01190-4982701 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 日商簿記3級 簿記3級程度の業務知識/簿記3級資格あれば経験不問

6月4日 01190-4985501 自動車部品フロント販売 一般 ¥215,000 ～ ¥269,000 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月4日 01190-4713401 歯科助手 一般 ¥149,000 ～ ¥154,000 不問 苫小牧市 不問 不問

6月4日 01190-4990701 一般事務員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月4日 01190-4970601 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 事務受付経験・経理事務経験

6月4日 01190-4732201 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問
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6月4日 01190-4859101 ポップコーン製作・販売 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月1日 01190-4461001 施設管理者候補 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 介護福祉士、普通運転免許 不問

6月1日 01190-4464901 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 不問

6月1日 01190-4463601 事務員 パート ¥930 ～ ¥930 不問 苫小牧市 普通運転免許あれば尚可 不問

6月1日 01190-4376901
冠婚葬祭互助会、みどり生
命保険の案内、各種

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

6月1日 01190-4359601 事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

5月28日 01190-4430901 配車及び運行管理業務 一般 ¥183,000 ～ ¥213,000 44歳以下 苫小牧市 普通自運転免許 不問

5月28日 01010-18386501 調剤薬局医療事務 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問 調剤薬局事務経験

5月28日 01190-4413301 税理士補助業務 一般 ¥200,000 ～ ¥400,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許、日商簿記2級 会計事務所での勤務経験

5月28日 01190-4391301 事務員 一般 ¥143,000 ～ ¥147,500 65歳以下 苫小牧市 不問 老健事務経験

5月28日 01190-4376901
冠婚葬祭互助会、みどり生
命保険の案内、各種

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月28日 01190-4364501 一般事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 普通運転免許　(AT限定不可） 簡単なパソコン操作

5月28日 01190-4359601 事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

5月25日 01100-2873201 事務員 一般 ¥147,000 ～ ¥191,700 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許必須 エクセル・ワード入力

5月25日 01190-4391301 事務員 一般 ¥143,000 ～ ¥147,500 65歳以下 苫小牧市 不問 老健事務経験

5月25日 01190-4380501 一般相談員 一般 ¥146,900 ～ ¥169,780 不問 苫小牧市 募集要項1を参照願います(窓口にお問い合わせください)
パソコン（ワード・エクセル等)操作可能な方、ハロー
ワーク苫小牧期間業務職員募集要項1を参照願い
ます

5月25日 01190-4381001 一般相談員(申請相談員) 一般 ¥146,900 ～ ¥169,780 不問 苫小牧市 募集要項5を参照願います(窓口にお問い合わせください)
パソコン（ワード・エクセル等)操作可能な方、ハロー
ワーク苫小牧期間業務職員募集要項5を参照願い
ます

5月25日 01190-4376901
冠婚葬祭互助会、みどり生
命保険の案内、各種

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月25日 01190-4359601 事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 　 不問

5月21日 01230-8195701 営業スタッフ 一般 ¥168,400 ～ ¥257,200 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 営業経験者

5月21日 01190-4316001 工場構内作業員 一般 ¥150,075 ～ ¥150,075 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月21日 01190-4319901 マネージャー 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許　(AT限定不可） 不問
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5月21日 01190-4279601 配達及びフロント補助業務 一般 ¥149,200 ～ ¥184,200 39歳以下 苫小牧市 普通運転免許　(AT限定不可） 不問

5月21日 01190-4359601 事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

5月21日 01190-4255901 工場内作業員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月18日 01190-4269001 ミシン工 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月18日 01190-4278301 技術営業(ルート）補助 一般 ¥149,200 ～ ¥149,200 39歳以下 苫小牧市 普通運転免許　(AT限定不可） 不問

5月18日 01190-4279601 配達及びフロント補助業務 一般 ¥149,200 ～ ¥149,200 39歳以下 苫小牧市 普通運転免許　(AT限定不可） 不問

5月18日 01190-4255901 工場内作業員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月14日 01190-4269001 ミシン工 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月14日 01190-4279601 配達及びフロント補助業 一般 ¥149,200 ～ ¥184,200 39歳以下 苫小牧市 普通運転免許　(AT限定不可） 不問

5月14日 13080-32275601 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月14日 01190-4170201 総合職事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　(AT限定不可） 不問

5月14日 01190-4171501
苫小牧商工会議所共済・
福祉制度推進スタッフ

一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　あれば尚可 不問

5月14日 01190-4191101 歯科助手 パート ¥870 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 保育士　あれば尚可 保育士経験あれば尚可

5月14日 01190-4195201 訪問介護職員 パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修修了者
ホームヘルパー　2級
普通運転免許　(AT限定不可）

不問

5月14日 01190-4220601 介護職員 パート ¥861 ～ ¥900 65歳以下 苫小牧市
ホームヘルパー　2級
介護職員初任者研修修了者

不問

5月11日 01190-3940201 事務員 一般 ¥169,000 ～ ¥169,000 59歳以下 恵庭市 普通運転免許 事務経験

5月11日 01190-3980801 部品販売及び配達 一般 ¥175,000 ～ ¥190,000 62歳以下 苫小牧市 普通運転免許　(AT限定不可） 不問

5月11日 01190-3946101 一般事務員 一般 ¥147,520 ～ ¥189,650 不問 むかわ町 普通運転免許 不問

5月11日 01190-3956801 窓口及び後方での事務 一般 ¥117,096 ～ ¥162,656 不問 白老町 不問 不問

5月11日 01190-3987101 支援員 一般 ¥152,040 ～ ¥199,920 不問 白老町 普通運転免許 福祉関係業務経験

5月11日 01190-4021701 税務会計スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥260,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

5月11日 01190-4007201 食品製造スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 苫小牧市 不問 不問
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5月11日 01190-4055401 受付及び歯科助手A パート ¥870 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

5月11日 01190-4138201 工場作業員【充填・包装】 パート ¥900 ～ ¥900 不問 白老町 不問 不問

5月7日 01190-3716301 フロント事務員 一般 ¥149,200 ～ ¥256,000 不問 苫小牧市 普通運転免許　(AT限定不可） 不問

5月7日 01190-3871601 一般経理事務員 パート ¥900 ～ ¥2,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 経理事務経験(会計事務所での経験あれば尚可)

5月7日 01010-16033201 医事業務 パート ¥870 ～ ¥945 不問 苫小牧市 医療事務資格 医療事務経験

5月7日 01090-3495201 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 むかわ町 不問 不問

5月7日 01190-3649101 受付及び医療事務 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

4月20日 01190-3545701 営業社員 一般 ¥170,000 ～ ¥240,000 44歳以下 恵庭市 普通運転免許 不問

4月20日 01190-3458501 歯科助手及び受付 一般 ¥160,900 ～ ¥190,900 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月20日 01190-3512701 ルート営業員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許　(AT限定不可） 不問

4月20日 01190-3463101 事務件雑用係 パート ¥861 ～ ¥887 不問 白老町 普通運転免許　あれば尚可 事務職としての就業経験

4月20日 01190-3475201 事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月17日 01190-3546801 歯科助手及び受付 一般 ¥160,900 ～ ¥190,900 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月17日 01190-3535901 営業事務員 一般 ¥159,370 ～ ¥202,980 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月17日 01190-3513801 経理及び総務事務 一般 ¥165,900 ～ ¥182,200 不問 苫小牧市 日商簿記3級 パソコン操作経験、経理事務経験あれば尚可

4月17日 01190-3515501 事務職員 一般 ¥137,070 ～ ¥137,070 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

4月17日 01070-1999001 営業事務員 一般 ¥150,800 ～ ¥294,150 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月17日 01190-3463101 事務兼雑用係 パート ¥861 ～ ¥887 不問 白老町 普通運転免許あれば尚可 事務職としての就業経験

4月17日 01190-3475201 事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月17日 01190-3455901 税理士事務所事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 日商簿記3級 簿記を使った業務経験

4月17日 01190-3401001 一般事務 パート ¥920 ～ ¥920 不問 苫小牧市 不問 事務経験、パソコン操作経験あれば尚可

4月13日 01010-14146001 営業総合職 一般 ¥220,000 ～ ¥400,000 不問 恵庭市 不問 不問
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4月13日 01010-13819501 資料作成補助 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 35歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月13日 01190-3447901 一般事務員 一般 ¥173,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月13日 01190-3455901 税理士事務所事務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 日商簿記3級 経験　簿記を使った業務経験

4月13日 011920-3231201 調理員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許　あれば尚可 不問

4月9日 01010-13819501 資料作成補助 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 35歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月9日 01240-7053501 ルート営業職 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月9日 01190-3231201 調理員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 普通運転免許　あれば尚可 不問

4月9日 01190-3253901 病院清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許　あれば尚可 不問

4月9日 01190-3255401 医療事務 パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 苫小牧市
医療事務資格
普通運転免許　あれば尚可

不問

4月6日 01190-3204401 医療事務 一般 ¥155,000 ～ ¥230,000 59歳以下 苫小牧市 医療事務資格 医療事務経験

4月6日 01190-3207201 分析業務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月6日 01190-3013501 就労支援員 一般 ¥170,000 ～ ¥185,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月6日 01190-3102001 医療事務及び診療補助 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月6日 01190-3139101 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月6日 13080-26742901 医療事務 パート ¥870 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務経験者

4月6日 01190-3092101 事務スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） パソコン操作経験

4月2日 01040-3821601 営業係 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

4月2日 01160-457301 営業 一般 ¥180,500 ～ ¥346,300 40歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

4月2日 01190-2718601 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） パソコン操作、実務経験

4月2日 01190-2875401 一般事務員 パート ¥890 ～ ¥890 不問 苫小牧市 普通運転免許
一般事務経験
パソコン操作経験

4月2日 01190-2893801 歯科助手 パート ¥950 ～ ¥950 不問 白老町 不問 歯科助手経験

4月2日 13080-26059401 医療事務 パート ¥870 ～ ¥1,000 59歳以下 安平町 不問 医療事務経験
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4月2日 01190-2704701 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問

4月2日 01190-2707501 清掃作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 苫小牧市 不問 不問
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