
提供：ハローワーク浦河 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

4月28日 01160-512211 編集部員 一般 ¥158,000 ～ ¥175,000 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-513511 編集部員 パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-510711 一般事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥146,000 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-505411 生活支援員 一般 ¥151,000 ～ ¥174,000
18歳～
59歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-499211 ベットメイク パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-496111 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-491411 販売員 パート ¥861 ～ ¥921 不問 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-418011 歯科助手 一般 ¥15,919 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-419311 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-421711 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100
18歳～
64歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-433511 ホール係及び調理補助 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-456711 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥900 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-468411 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-397011 販売 パート ¥886 ～ ¥886 59歳以下 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-384711 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-387511 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-388411 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-275611 ホール及び洗い場 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-276911 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-301211
いちごの収穫作業及び
生育管理作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-303411 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町
普通自動車運転免許
　（AT限定不可）

不問
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4月28日 01160-142011 介護職員 パート ¥895 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-171711 デリカ（惣菜）部門 パート ¥936 ～ ¥986 64歳以下 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-520211 事務員及び補助作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 新ひだか町 不問 不問

4月28日 01160-510711 一般事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥146,000 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01160-505411 生活支援員 一般 ¥151,000 ～ ¥174,000
18歳～
59歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01010-14079100 フロント事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

4月28日 01160-492011 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

4月28日 01160-49611 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-487911 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

4月28日 01160-488111 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月28日 01160-397011 販売 パート ¥886 ～ ¥886 59歳以下 浦河町 不問 不問

4月28日 01230-7529511 接客業務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 新ひだか町 不問 不問

4月28日 01161-526711 看護助手 一般 ¥135,720 ～ ¥140,400 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月28日 01161-523611 調理及び販売スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町 不問 不問

4月28日 01161-497211 水産担当 パート ¥961 ～ ¥991 不問 新ひだか町 不問 不問

4月28日 01161-499411 グロサリー担当 パート ¥891 ～ ¥921 不問 新ひだか町 不問 不問

4月21日 01160-512211 編集部員 一般 ¥158,000 ～ ¥175,000 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01160-510711 一般事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥146,000 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01160-505411 生活支援員 一般 ¥151,000 ～ ¥174,000
18歳～
59歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01160-496111 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-490511 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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4月21日 01160-491411 販売員 パート ¥861 ～ ¥921 不問 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-418011 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01160-421711 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100
18歳～
64歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01160-455111 レストランスタッフ パート ¥865 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-456711 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-468411 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01160-397011 販売 パート ¥886 ～ ¥886 59歳以下 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-384711 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-387511 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-388411 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-362411
野菜の収穫など農場作業
全般業務 パート ¥880 ～ ¥880 不問 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-275611 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-276911 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-304011 ホームヘルパー訪問介護員 パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級、初任者研修修了
者、
介護福祉士のいずれか
普通自動車運転免許

不問

4月21日 01160-305311 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-306611 外出専任ホームヘルパー パート ¥950 ～ ¥950 不問 浦河町
ホームヘルパー2級
初任者研修修了者

不問

4月21日 01160-327211 一般事務員 パート ¥950 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01160-218111 学校事務生 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

4月21日 01160-171711 デリカ部門 パート ¥936 ～ ¥986 64歳以下 浦河町 不問 不問

4月21日 01161-526711 看護助手 一般 ¥135,720 ～ ¥140,400 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01161-525111 販売スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

4月21日 01161-508911 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問
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4月21日 01161-497211 水産担当 パート ¥961 ～ ¥991 不問 新ひだか町 不問 不問

4月21日 01161-499411 グロサリー担当 パート ¥891 ～ ¥921 不問 新ひだか町 不問 不問

4月21日 01160-510711 一般事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥146,000 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01230-6913411 販売員 パート ¥871 ～ ¥871 59歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01230-6920511 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

4月21日 01160-492011 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 浦河町 不問 不問

4月21日 01010-14096611 訪問介護スタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下
新ひだか町
三石

初任者研修修了者 不問

4月21日 01160-397011 販売 パート ¥886 ～ ¥886 59歳以下 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-500111 清掃員 パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-505411 生活支援員 一般 ¥151,000 ～ ¥174,000 18歳～59歳浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01160-499211 ベットメイク パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-491411 販売員 パート ¥861 ～ ¥921 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-412111
調剤助手及び店内作業、
配達作業 パート ¥880 ～ ¥880 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01160-414811 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-418011 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01160-419311 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01160-421711 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01160-433511 ホール及び調理補助 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-434411 営業販売 一般 ¥149,300 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

4月15日 01160-438911 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-456711 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-468411 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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4月15日 01160-472711 牧場作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01160-397011 販売 パート ¥886 ～ ¥886 59歳以下 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-391111 調理スタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-390911 調理補助スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-384711 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-386211 調理員 パート ¥950 ～ ¥1,250 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-388411 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-363011 ホール係又は調理 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-345411 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥155,000 ～ ¥190,000 30歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

4月15日 01160-275611 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-276911 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-287811 販売員 一般 ¥183,000 ～ ¥260,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-293111 ホール係 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 18歳～44歳浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01160-303411 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

4月15日 01160-307911 ホール係 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-319211 警備員 一般 ¥176,000 ～ ¥220,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-327211 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01160-262211 牧場作業員 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

4月15日 01160-185011 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-176011 ホールスタッフ兼調理補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-132511 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

4月15日 01160-171711 デリカ部門 パート ¥936 ～ ¥986 64歳以下 浦河町 不問 不問
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4月15日 01010-12789511 自動車販売スタッフ 一般 ¥164,000 ～ ¥229,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

4月15日 01161-504411 看護助手 一般 ¥135,720 ～ ¥140,400 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01161-420711 製材工作業員 一般 ¥164,000 ～ ¥200,000 40歳以下 新ひだか町 不問 不問

4月15日 01161-517111 ベットメイク パート ¥861 ～ ¥950 不問 新ひだか町 不問 不問

4月15日 01161-422211 フロントスタッフ パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01160-492011 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 浦河町 不問 不問

4月15日 01160-487911 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

4月15日 01230-6913411 販売員 パート ¥871 ～ ¥871 59歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

4月15日 01230-6920511 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-485311 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-418011 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-421711 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-490511 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-419311 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-456711 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月8日 01160-468411 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-398311 販売 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月8日 01160-387511 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

4月8日 01160-375111 児童厚生員 パート ¥951 ～ ¥960 不問 浦河町 不問 不問

4月8日 01160-388411 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月8日 01160-276911 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月8日 01160-303411 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問
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4月8日 01160-319211 警備員 一般 ¥176,000 ～ ¥220,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月8日 01160-218111 学校事務生 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

4月8日 01160-220511 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-144611 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

4月8日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01161-509111 相談員 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01240-7595911 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 新ひだか町 不問 不問

4月8日 01161-422211 フロントスタッフ パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-396411 昆布加工員 パート ¥1,220 ～ ¥1,220 不問 新ひだか町 不問 不問

4月8日 01161-384211
グランピング施設の接客ス
タッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

4月8日 01160-378211 施設管理員 一般 ¥148,800 ～ ¥152,000 不問 えりも町 不問 不問

4月8日 13010-22094611 医療事務職 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 不問 不問

4月8日 01160-353511 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 64歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-466211 事務及びカフェスタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月8日 01160-487911 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

4月8日 01160-483411 農場作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

4月1日 01160-388411 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月1日 01160-398311 販売 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月1日 01160-387511 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

4月1日 01160-340111 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

4月1日 01160-275611 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月1日 01160-276911 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

7 ページ



提供：ハローワーク浦河 令和　2年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

4月1日 01160-285111 調理補助員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月1日 01160-303411 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

4月1日 01160-307911 ホール係(または調理補助) パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

4月1日 01160-218111 学校事務生 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

4月1日 01160-220511 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月1日 01160-234111 博物館用務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

4月1日 01160-144611 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

4月1日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月1日 01160-160611 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月1日 01160-99911 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

4月1日 01160-92811 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月1日 01160-25111 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月1日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月1日 01161-410111 学習支援員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 不問 不問

4月1日 01161-404811 医療事務員 一般 ¥152,592 ～ ¥226,240 18歳～35歳 新ひだか町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

4月1日 01161-405211 事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 不問 不問

4月1日 01161-406511 レ・コード館ガイド 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問

4月1日 01161-422211 フロントスタッフ パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月1日 01160-396411 昆布加工員 パート ¥1,220 ～ ¥1,220 不問 新ひだか町 不問 不問

4月1日 01161-384211
グランピング施設の接客ス
タッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

4月1日 01160-378211 施設管理員 一般 ¥148,800 ～ ¥152,000 不問 えりも町 不問 不問

3月26日 01160-388411 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町 不問 不問
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3月26日 01160-387511 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

3月26日 01160-382911 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

3月26日 01160-374911 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月26日 01160-340111 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月26日 01160-276911 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

3月26日 01160-303411 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

3月26日 01160-218111 学校事務生 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月26日 01160-220511 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月26日 01160-234111 博物館用務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月26日 01160-144611 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

3月26日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月26日 01160-119011 事務員 一般 ¥142,147 ～ ¥142,147 不問 浦河町 不問 不問

3月26日 01160-99911 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

3月26日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月26日 01160-2211 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月26日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月26日 01161-404811 医療事務員 一般 ¥152,592 ～ ¥226,240 18歳～35歳 新ひだか町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

3月26日 01161-405211 事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 不問 不問

3月26日 01161-406511 レ・コード館ガイド 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問

3月26日 01160-396411 昆布加工員 パート ¥1,220 ～ ¥1,220 不問 新ひだか町 不問 不問

3月26日 01161-384211
グランピング施設の接客ス
タッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

3月26日 01161-375811 学校給食調理員 パート ¥994 ～ ¥994 不問 新冠町 不問 不問
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3月26日 01161-372911 介護職員 パート ¥861 ～ ¥991 不問 新冠町 初任者研修修了者 不問

3月26日 01160-378211 施設管理員 一般 ¥148,800 ～ ¥152,000 不問 えりも町 不問 不問

3月26日 13010-22094611 医療事務職 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 不問 不問

3月26日 01160-353511 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 64歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

3月26日 01160-373611 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-388411 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-387511 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-382911 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-374911 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01160-340111 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-275611 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-276911 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-303411 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

3月18日 01160-218111 学校事務生 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-220511 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01160-234111 博物館用務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01160-160611 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01160-119011 事務員 一般 ¥142,147 ～ ¥142,147 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01160-92811 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01160-99911 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問
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3月18日 01160-86511 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-84811 受付事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-2211 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01160-25111 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01161-373111 介護職員 一般 ¥164,062 ～ ¥186,830 18歳～59歳 新ひだか町 不問 不問

3月18日 01161-360411 歯科技工士助手 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 40歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01161-384211 グランピング施設スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

3月18日 01161-375811 学校給食調理員 パート ¥994 ～ ¥994 不問 新冠町 不問 不問

3月18日 01160-378211 施設管理員 一般 ¥148,800 ～ ¥152,000 不問 えりも町 不問 不問

3月18日 13010-22094611 医療事務職 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 不問 不問

3月18日 01160-353511 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 64歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

3月18日 01010-6497111 厨房スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

3月11日 01160-276911 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

3月11日 01160-351811 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

3月11日 01160-361511 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月11日 01160-340111 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月11日 01160-303411 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

3月11日 01160-218111 学校事務生 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月11日 01160-220511 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01160-144611 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

3月11日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11 ページ



提供：ハローワーク浦河 令和　2年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

3月11日 01160-119011 事務員 一般 ¥142,147 ～ ¥142,147 不問 浦河町 不問 不問

3月11日 01160-86511 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

3月11日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01160-92811 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01160-84811 受付事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

3月11日 01160-2211 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01160-25111 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01160-43811 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

3月11日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01161-373111 看護補助員 一般 ¥164,062 ～ ¥186,830 18歳～59歳 新ひだか町 不問 不問

3月11日 01161-360411 歯科技工士助手 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 40歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01230-4487511 カスタマーサービス職 一般 ¥154,800 ～ ¥154,800 不問 新ひだか町 不問 不問

3月11日 01240-4633211 調剤事務 一般 ¥155,000 ～ ¥175,000 60歳以下 新ひだか町 不問 不問

3月11日 15070-2710811 販売・店舗運営職 一般 ¥179,000 ～ ¥231,000 35歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01161-264511 有料老人ホーム管理職 一般 ¥205,000 ～ ¥215,000 64歳以下 新冠町 介護福祉士、普通自動車運転免許 不問

3月11日 01161-265411 生活介護支援員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01161-272211 経理及び総務事務 一般 ¥160,000 ～ ¥300,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01160-352211 事務職員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 新ひだか町 不問 不問

3月11日 01161-375811 学校給食調理員 パート ¥994 ～ ¥994 不問 新冠町 不問 不問

3月11日 01161-372911 介護職員 パート ¥861 ～ ¥991 不問 新冠町 初任者研修修了者 不問

3月11日 03040-928411 販売員 パート ¥927 ～ ¥927 不問 新ひだか町 不問 不問

3月11日 01010-6738911 介護スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,250 不問 新冠町 不問 不問
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3月11日 01160-353511 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 64歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

3月11日 13010-22094611 医療事務職 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-276911 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-340111 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-303411 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

3月4日 01160-310511 介護福祉士 一般 ¥162,750 ～ ¥240,660 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

3月4日 01160-327211 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01160-250111 保育士 一般 ¥176,000 ～ ¥216,600 59歳以下 浦河町 保育士、普通自動車運転免許 不問

3月4日 01160-218111 学校事務生 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-220511 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01160-234111 博物館用務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-244811 日本語支援員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-144611 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01160-160611 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01160-119011 事務員 一般 ¥142,147 ～ ¥142,147 不問 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-86511 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-92811 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01160-84811 受付事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01160-25111 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01160-43811 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問
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3月4日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01161-360411 歯科技工士助手 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 40歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01161-362311 保育士 一般 ¥164,300 ～ ¥164,300 64歳以下 新ひだか町 保育士、普通自動車運転免許 不問

3月4日 15070-2710811 販売・店舗運営職 一般 ¥179,000 ～ ¥231,000 35歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01161-265411 生活介護支援員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01161-268611 看護補助者または看護助手 一般 ¥146,100 ～ ¥154,900 不問 新冠町 初任者研修修了者 不問

3月4日 01161-272211 経理及び総務事務 一般 ¥160,000 ～ ¥300,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01161-256511 携帯電話販売員 一般 ¥153,000 ～ ¥165,000 35歳以下 新ひだか町 不問 不問

3月4日 03040-928411 販売員 パート ¥927 ～ ¥927 不問 新ひだか町 不問 不問

3月4日 01010-6486311 厨房スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

3月4日 01010-6487611 選択専門スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

3月4日 01010-6489111 フロアサポーター パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

3月4日 01160-261811 一般事務員 一般 ¥146,100 ～ ¥150,600 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

3月4日 01090-1902411 医療事務員 一般 ¥137,760 ～ ¥144,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

3月4日 01160-255411 場外馬券発売所所長 パート ¥1,112 ～ ¥1,112 不問 浦河町 不問 不問

3月4日 01160-188911 調理・販売・清掃員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 えりも町 不問 不問

2月25日 01160-144611 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

2月25日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月25日 01160-160611 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月25日 01160-210811 店舗販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月25日 01160-179911 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 浦河町 不問 不問

2月25日 01160-103611 学校事務生 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問
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2月25日 01160-99911 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

2月25日 01160-86511 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

2月25日 01160-92811 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月25日 01160-84811 受付事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

2月25日 01160-119011 事務員 一般 ¥142,147 ～ ¥142,147 不問 浦河町 不問 不問

2月25日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月25日 01160-43811 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

2月25日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月25日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

2月25日 01160-1242101 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

2月25日 01160-1256001 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

2月25日 01161-256511 携帯電話販売員 一般 ¥153,000 ～ ¥165,000 35歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月25日 13040-14183111 婦人服販売員 一般 ¥151,200 ～ ¥162,000 不問 新ひだか町 不問 不問

2月25日 01110-891511 一般事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

2月25日 01010-6738911 介護スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,250 不問 新冠町 不問 不問

2月25日 01010-6487611 選択専門スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月25日 01010-6488911 リネン交換スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月25日 01010-6489111 フロアサポーター パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月25日 13010-14897511 医療事務職 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 不問 不問

2月25日 01160-183511 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥350,000 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

2月25日 01160-106711 事務員 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

2月25日 01010-6485011 送迎スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問
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2月25日 01160-211211 レストランホールスタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 様似町 不問 不問

2月25日 01160-188911 調理・販売・清掃員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 えりも町 不問 不問

2月25日 01160-114711 水産加工員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 様似町 不問 不問

2月18日 01160-215311 境町会館管理人 一般 ¥149,500 ～ ¥149,500 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-217911 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-218111 学校事務生 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-219711 学校用務員 パート ¥966 ～ ¥966 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-220511 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-221411 アイヌ生活相談員 パート ¥932 ～ ¥932 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-225911 臨時事務員 パート ¥911 ～ ¥911 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-228811 用務員 パート ¥951 ～ ¥951 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-230011 町立保育所調理員 一般 ¥154,900 ～ ¥179,600 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-243711 特別支援教育支援員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-245211 学校図書館アドバイザー パート ¥904 ～ ¥904 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-179911 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-209611 一般事務職 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 22歳～29歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-144611 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-160611 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-119011 事務員 一般 ¥142,147 ～ ¥142,147 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-99911 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

16 ページ



提供：ハローワーク浦河 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18日 01160-25111 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-43811 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-1304901 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-1256001 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

2月18日 13040-14183111 婦人服販売員 一般 ¥151,200 ～ ¥162,000 不問 新ひだか町 不問 不問

2月18日 07030-689911 販売(雑貨) 一般 ¥152,055 ～ ¥190,913 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月18日 01160-214011 一般事務職員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 様似町 不問 不問

2月18日 13010-14897511 医療事務職 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-183511 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥350,000 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-106711 事務員 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

2月18日 01160-179911 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 浦河町 不問 不問

2月18日 01160-114711 水産加工員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 様似町 不問 不問

2月18日 01160-115811 受付事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 01160-144611 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 01160-170111 食品部門 パート ¥866 ～ ¥936 64歳以下 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-171711 デリカ パート ¥936 ～ ¥986 64歳以下 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-119011 事務員 一般 ¥142,147 ～ ¥142,147 不問 浦河町 不問 不問

2月10日 0110-105111 販売員 パート ¥861 ～ ¥921 不問 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-99911 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問
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2月10日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 01160-92811 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 01160-2211 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100
18歳～
64歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 01160-17111 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-23611 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-43811 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 01160-1304901 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥20,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-1242101 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-1256001 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

2月10日 01160-1258601 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-1278701 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 07030-689911 販売 一般 ¥152,055 ～ ¥190,913 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月10日 01090-900011 医療事務員 一般 ¥137,760 ～ ¥144,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月10日 01161-238811 看護助手 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月10日 01090-886211 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月10日 01160-187611 一般事務員 一般 ¥146,100 ～ ¥182,200 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 01160-181811 様似郷土館一般事務職員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 様似町 不問 不問

2月10日 01160-183511 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥350,000 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 01160-119011 事務員 一般 ¥142,147 ～ ¥142,147 不問 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-106711 事務員 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問
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2月10日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥84,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 01161-236111 一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

2月10日 01160-170111 食品部門 パート ¥886 ～ ¥936 64歳以下 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-171711 デリカ パート ¥936 ～ ¥986 64歳以下 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-114711 水産加工員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 様似町 不問 不問

2月10日 1160-102311
調剤助手及び店内作業、
配達業務 パート ¥880 ～ ¥880 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月10日 01160-105111 販売員 パート ¥861 ～ ¥921 不問 浦河町 不問 不問

2月10日 01160-99911 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

2月4日 01160-144611 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

2月4日 01160-147711 生活支援員 一般 ¥196,646 ～ ¥238,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月4日 01160-119011 事務員 一般 ¥142,147 ～ ¥142,147 不問 浦河町 不問 不問

2月4日 01160-103611 学校事務生 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

2月4日 01160-92811 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月4日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月4日 01160-83711 事務職員 一般 ¥136,400 ～ ¥136,400 不問 浦河町 不問 不問

2月4日 01160-25111 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月4日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月4日 01160-1316701 生活支援員 一般 ¥151,000 ～ ¥162,000
18歳～59
歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

2月4日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

2月4日 01160-1304901 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

2月4日 01160-1256001 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

2月4日 01160-109511 臨時事務及び調理補助 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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2月4日 01160-106711 事務員 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

2月4日 01160-83711 事務職員 一般 ¥136,400 ～ ¥136,400 不問 浦河町 不問 不問

2月4日 07030-689911 販売 一般 ¥152,055 ～ ¥190,913 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月4日 01161-123111 レ・コード館ガイド 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問

2月4日 01161-115111 事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 不問 不問

2月4日 01161-116711 学校事務生 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 不問 不問

2月4日 01161-121611 公務補 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 不問 不問

2月4日 01161-102411 新ひだか町商工会職員 一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

2月4日 01090-900011 医療事務員(健診) 一般 ¥137,760 ～ ¥144,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月4日 01161-238811 看護助手パート パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月4日 01240-2197211 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 新ひだか町 不問 不問

2月4日 01161-109811 ハウス野菜栽培スタッフ パート ¥870 ～ ¥930 不問 新ひだか町 不問 不問

2月4日 01090-886211 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

2月4日 01240-1140711 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 新ひだか町 不問 不問

2月4日 08060-367711 食品の加工業務一般 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 新冠町 不問 不問

2月4日 01160-114711 水産加工員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 様似町 不問 不問

2月4日 01160-115811 受付事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

2月4日 01160-84811 受付事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-102311
調剤助手及び店内作業、
配達業務 パート ¥880 ～ ¥880 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-105111 販売員 パート ¥861 ～ ¥921 不問 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-99911 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-94511 進路相談員 パート ¥1,650 ～ ¥1,650 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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1月28日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-92811 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-2211 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100
18歳～
64歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-17111 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-18711 ホール係及び調理補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-23611 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-43811 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-1316701 生活支援員 一般 ¥151,000 ～ ¥162,000
18歳～
59歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-1308801 子育て支援担当 一般 ¥157,500 ～ ¥202,000 59歳以下 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-1291101 事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-1256001 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

1月28日 01160-1278701 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-1201701 一般職 一般 ¥143,200 ～ ¥273,000 30歳以下 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

1月28日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-1145101 一般職員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01161-123111 レ・コード館ガイド 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01161-115111 事務職員(レ・コード館） 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 不問 不問

1月28日 01161-116711 学校事務生 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 不問 不問

1月28日 01161-102411 新ひだか町商工会職員 一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01161-104311 事務員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問
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1月28日 01161-109811 ハウス野菜栽培スタッフ パート ¥870 ～ ¥930 不問 新ひだか町 不問 不問

1月28日 01161-110411 経理事務 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01161-88511 ハウス栽培スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 新冠町 不問 不問

1月28日 01161-1711 診療補助スタッフ パート ¥870 ～ ¥950 不問 新ひだか町 不問 不問

1月28日 01160-106711 事務員 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-83711 事務職員 一般 ¥136,400 ～ ¥136,400 不問 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-81911 編集部員 一般 ¥158,000 ～ ¥175,000 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-85211 受付員及び清掃 一般 ¥159,600 ～ ¥167,200 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許(AT限定不可） 不問

1月28日 13010-15084702 医療事務職 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 不問 不問

1月28日 01190-10590001 医療事務 一般 ¥143,500 ～ ¥250,000 不問 浦河町 不問 不問

1月28日 01160-102311
調剤助手及び店内作業、
配達業務 パート ¥880 ～ ¥880 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-94511 進路相談員 パート ¥1,650 ～ ¥1,650 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-92811 歯科アシスタント売店販売員 パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月28日 01160-1327501 売店販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01160-99911 清掃員 一般 ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-96011 日本語支援員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-86511 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-92811 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01160-84811 受付事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-91711 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01160-83711 事務職員 一般 ¥136,400 ～ ¥136,400 不問 浦河町 不問 不問
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1月21日 01160-81911 編集部員 一般 ¥158,000 ～ ¥175,000 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01160-82111 営業部員 一般 ¥158,000 ～ ¥175,000 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01160-2211 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01160-17111 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01160-1324701 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-1316701 生活支援員 一般 ¥151,000 ～ ¥162,000 18歳～59歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-1304901 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-1295201 学校事務生 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-1232601 調理補助員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01160-1256001 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

1月21日 01160-1260701 ホール係 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

1月21日 01160-1141001 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01160-1145101 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01161-84111 税理士補助 一般 ¥150,000 ～ ¥230,000 35歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01161-1500201 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問

1月21日 01161-1482601 一般事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥145,000 不問 新冠町
簿記実務検定3級、普通自動車運転
免許

不問

1月21日 01240-1140711 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 新ひだか町 不問 不問

1月21日 08060-367711 食品の加工業務一般 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 新冠町 不問 不問

1月21日 01161-1503301
菓子販売員兼インターネット
商品発送員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 新ひだか町 不問 不問
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1月21日 01160-1317801 一般事務職員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 様似町 不問 不問

1月21日 01160-85211 受付員及び清掃員 一般 ¥159,600 ～ ¥167,200 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

1月14日 01160-83711
事務職員(医師事務作業補
助) 一般 ¥136,400 ～ ¥136,400 不問 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-86511 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-84811 受付事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-81911 編集部員 一般 ¥158,000 ～ ¥175,000 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月14日 01160-2211 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月14日 01160-17111 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-42711 レストランスタッフ パート ¥865 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-43811 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月14日 01160-1324701 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-1304901 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-1316701 生活支援員 一般 ¥151,000 ～ ¥162,000 18歳～59歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月14日 01160-1308801 子育て支援担当 一般 ¥157,500 ～ ¥202,000 59歳以下 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-1295201 学校事務生 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-1291101 事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-1256001 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

1月14日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-1179901 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月14日 01160-1141001 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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1月14日 01160-1145101 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月14日 01161-84111 税理士補助 一般 ¥150,000 ～ ¥230,000 35歳以下 新ひだか町 日商簿記3級、普通自動車運転免許 不問

1月14日 01161-1500201 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問

1月14日 01161-1496201 一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新ひだか町 不問 不問

1月14日 01161-1493401 調理及びホール係 一般 ¥240,000 ～ ¥240,000 不問 新ひだか町 不問 不問

1月14日 01161-1482601 一般事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥145,000 不問 新冠町
簿記実務検定3級、普通自動車運転
免許

不問

1月14日 01161-1486701 訪問介護員兼介護事務 一般 ¥149,000 ～ ¥157,000 不問 新ひだか町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

1月14日 01161-1503301
菓子販売員兼インターネット
商品発送員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 新ひだか町 不問 不問

1月14日 01160-85211 受付員及び清掃員 一般 ¥159,600 ～ ¥167,200 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

1月14日 01160-76811 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 様似町 不問 不問

1月14日 01160-78511 薬局助手 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 様似町 不問 不問

1月14日 13010-15084702 医療事務職 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 不問 不問

1月14日 01190-10590001 医療事務 一般 ¥143,500 ～ ¥158,000 59歳以下 浦河町 不問 不問

1月14日 01160-1317801 一般事務職員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 様似町 不問 不問

1月14日 01160-1318201 幼児センタークラス補助員 一般 ¥156,000 ～ ¥156,000 不問 様似町 不問 不問

1月14日 01160-1314101 一般事務職 一般 ¥210,000 ～ ¥220,000 35歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

1月14日 01160-1319501 放課後児童施設指導員 パート ¥900 ～ ¥1,040 不問 様似町 不問 不問

1月7日 01160-2211 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月7日 01160-17111 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 保育士、幼稚園教諭免許あれば尚可 不問

1月7日 01160-43811 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

1月7日 01160-54011 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月7日 01160-1324701 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問
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1月7日 01160-1316701 生活支援員 一般 ¥151,000 ～ ¥162,000 18歳～59歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月7日 01160-1308801 子育て支援担当 一般 ¥157,500 ～ ¥202,000 59歳以下 浦河町 不問 不問

1月7日 01160-1295201 学校事務生 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

1月7日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

1月7日 01160-1257301 ホームヘルパー訪問介護員 パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

1月7日 01160-1258601 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

1月7日 01160-1278701 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月7日 01160-1225101 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

1月7日 01160-1207601 介護職員 パート ¥895 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

1月7日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

1月7日 01160-1179901 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月7日 01160-1145101 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

1月7日 01161-1500201 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 59歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問

1月7日 01161-1496201 一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新ひだか町 不問 不問

1月7日 01161-1482601 一般事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥145,000 不問 新冠町
簿記実務検定3級、普通自動車運転
免許

不問

1月7日 01161-1484101 介助員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

1月7日 01161-1486701 訪問介護員兼介護事務 一般 ¥149,000 ～ ¥157,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

1月7日 01161-1483901 介助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

1月7日 01160-1319501 放課後児童施設指導員 パート ¥900 ～ ¥1,040 不問 様似町 不問 不問

1月7日 13010-15084702 医療事務職 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 不問 不問

1月7日 01190-10590001 医療事務 一般 ¥143,500 ～ ¥158,000 59歳以下 浦河町 不問 不問

1月7日 01160-1317801 一般事務職員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 様似町 不問 不問
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1月7日 01160-1318201 幼児センタークラス補助員 一般 ¥156,000 ～ ¥156,000 不問 様似町 不問 不問

1月7日 01160-1314101 一般事務職 一般 ¥210,000 ～ ¥220,000 35歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1304901 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1295201 学校事務生 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1291101 事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1242101 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1257301 ホームヘルパー訪問介護員 パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

12月24日 01160-1258601 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1259901 外出専任ホームヘルパー パート ¥950 ～ ¥950 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者

不問

12月24日 01160-1278701 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01160-1225101 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1207601 介護職員 パート ¥895 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1276101 警備員 一般 ¥176,000 ～ ¥220,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1145101 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01160-997601 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1043001 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01161-1482601 一般事務員(経理含む) 一般 ¥140,000 ～ ¥145,000 不問 新冠町
簿記実務検定3級、普通自動車運転
免許

不問

12月24日 01161-1484101 介助員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

27 ページ



提供：ハローワーク浦河 令和　2年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

12月24日 01161-1486701 訪問介護員兼介護事務 一般 ¥149,000 ～ ¥157,000 不問 新ひだか町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

12月24日 01161-1477701 歯科技工士助手 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 40歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01161-1471001 新ひだか町商工会職員 一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01161-1461201 医療事務及び看護助手 一般 ¥135,720 ～ ¥140,400 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01161-1372801 フロント係 一般 ¥171,339 ～ ¥171,339 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01161-1371701 看護助手 一般 ¥140,000 ～ ¥150,000 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

12月24日 01161-1483901 介助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01161-1472301 看護助手 パート ¥940 ～ ¥940 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

12月24日 01160-1317801 一般事務職員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 様似町 不問 不問

12月24日 01160-1318201 幼児センタークラス補助員 一般 ¥156,000 ～ ¥156,000 不問 様似町 不問 不問

12月24日 01160-1314101 一般事務職 一般 ¥210,000 ～ ¥220,000 35歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01160-1316701 生活支援員 一般 ¥151,000 ～ ¥162,000 18歳～59歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月24日 01160-1308801 子育て支援担当 一般 ¥157,500 ～ ¥202,000 59歳以下 浦河町 不問 不問

12月24日 01240-21278401 登録販売者 一般 ¥190,000 ～ ¥270,000 18歳～59歳 浦河町 登録販売者(一般医薬品) 不問

12月24日 01010-39113201 調剤薬局医療事務 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 浦河町 不問 不問

12月24日 01160-1319501 放課後児童施設指導員 パート ¥900 ～ ¥1,040 不問 様似町 不問 不問

12月24日 01160-1293701 様似小学校学習補助員 パート ¥1,040 ～ ¥1,040 不問 様似町 不問 不問

12月24日 13080-73950001 医療事務 パート ¥870 ～ ¥900 59歳以下 えりも町 不問 不問

12月17日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

12月17日 01160-1295201 学校事務生 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

12月17日 01160-1232601 調理補助員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月17日 01160-1242101 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問
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12月17日 01160-1257301 ホームヘルパー訪問介護員 パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

12月17日 01160-1258601 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

12月17日 01160-1256001 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

12月17日 01160-1260701 ホール係 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

12月17日 01160-1278701 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月17日 01160-1225101 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

12月17日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

12月17日 01160-1179901 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月17日 01160-1141001 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月17日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月17日 01160-997601 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

12月17日 01160-1005901 ホール係及び調理補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

12月17日 01160-1015701 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月17日 01160-1017201 販売員 パート ¥890 ～ ¥890 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月17日 01160-1043001 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

12月17日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月17日 01161-1468401 介助員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問

12月17日 01161-1471001 新ひだか町商工会職員 一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 新ひだか町
簿記能力3級以上、普通自動車運転
免許

不問

12月17日 01161-1372801 フロント係 一般 ¥171,339 ～ ¥171,339 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

12月17日 01161-1363701 販売スタッフ 一般 ¥120,900 ～ ¥129,900 不問 新ひだか町 不問 不問

12月17日 01161-1360901 モバイルプランナー 一般 ¥168,000 ～ ¥188,000 35歳以下 新ひだか町 不問 不問

12月17日 01161-1472301 看護助手 パート ¥940 ～ ¥940 59歳以下 新ひだか町 不問 不問
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12月17日 01161-1365201 学校給食調理員 パート ¥914 ～ ¥914 不問 新冠町 不問 不問

12月17日 01161-1343301 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥910 不問 新ひだか町 不問 不問

12月17日 01160-1304901 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

12月17日 13080-73950001 医療事務 パート ¥870 ～ ¥900 59歳以下 えりも町 不問 不問

12月17日 01010-39113201 調剤薬局医療事務 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 浦河町 不問 不問

12月11日 01160-1290901 歯科医院の助手及び受付 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 不問 不問

12月11日 01160-1232601 調理補助員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01160-1257301 ホームヘルパー訪問介護員 パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

12月11日 01160-1258601 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

12月11日 01160-1267901 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

12月11日 01160-1278701 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01160-1225101 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

12月11日 01160-1194601 臨時事務及び調理補助 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

12月11日 01160-1179901 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01160-1141001 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01160-1145101 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01160-1103101 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01160-997601 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

12月11日 01160-1015701 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01160-1043001 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

30 ページ



提供：ハローワーク浦河 令和　2年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

12月11日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01161-1372801 フロント係 一般 ¥171,339 ～ ¥171,339 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01161-1363701 販売スタッフ 一般 ¥120,900 ～ ¥129,900 不問 新ひだか町 不問 不問

12月11日 01161-1360901 モバイルプランナー 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 35歳以下 新ひだか町 不問 不問

12月11日 01161-1352901 一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01161-1355701 一般事務職員 一般 ¥134,700 ～ ¥134,700 不問 新ひだか町 不問 不問

12月11日 01160-1193301 事務職員 一般 ¥148,600 ～ ¥247,600 不問 新ひだか町 不問 不問

12月11日 01230-19283101 作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 64歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問

12月11日 01161-1338101 医療事務員 一般 ¥152,592 ～ ¥226,240 18歳～35歳 新ひだか町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

12月11日 01161-1339401 医師事務作業補助員 一般 ¥152,592 ～ ¥209,406 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

12月11日 01161-1365201 学校給食調理員 パート ¥914 ～ ¥914 不問 新冠町 不問 不問

12月11日 01161-1343301 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥910 不問 新ひだか町 不問 不問

12月11日 01160-1209101 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 新ひだか町 不問 不問

12月11日 01240-19259401 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 新ひだか町 不問 不問

12月11日 01160-1293701 様似小学校学習補助員 パート ¥1,040 ～ ¥1,040 不問 様似町 不問 不問

12月11日 13080-73950001 医療事務 パート ¥870 ～ ¥900 不問 えりも町 不問 不問

12月3日 01160-1141001 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01160-1145101 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01160-1179901 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01160-1225101 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

12月3日 01160-1194601 臨時事務及び調理補助 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問
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12月3日 01160-1232601 調理補助員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01160-1242101 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

12月3日 01160-1257301 ホームヘルパー訪問介護員 パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

12月3日 01160-1258601 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

12月3日 01160-1260701 ホール係 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

12月3日 01160-1267901 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

12月3日 01160-1103101 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100
18歳～
64歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01160-1087301 保育補助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

12月3日 01160-997601 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

12月3日 01160-1015701 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01160-1008701 営業販売 一般 ¥149,300 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

12月3日 01160-1043001 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

12月3日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01161-1372801 フロント係 一般 ¥171,339 ～ ¥171,339 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01161-1363701 販売スタッフ 一般 ¥120,900 ～ ¥129,900 不問 新ひだか町 不問 不問

12月3日 01161-1360901 モバイルプランナー 一般 ¥168,000 ～ ¥188,000 35歳以下 新ひだか町 不問 不問

12月3日 01161-1352901 一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

12月3日 01160-1193301 事務職員 一般 ¥148,600 ～ ¥247,600 不問 新ひだか町 不問 不問

12月3日 01161-1365201 学校給食調理員 パート ¥914 ～ ¥914 不問 新冠町 不問 不問

12月3日 01161-1343301 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥910 不問 新ひだか町 不問 不問

12月3日 01160-1209101 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 新ひだか町 不問 不問
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12月3日 01010-39113201 調剤薬局医療事務 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 浦河町 不問 不問

12月3日 01240-21278401 登録販売者 一般 ¥190,000 ～ ¥270,000
18歳～
59歳

浦河町 登録販売者(一般医薬品) 不問

12月3日 01160-1097901 一般事務(総合職) 一般 ¥144,600 ～ ¥271,500 50歳以下 えりも町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

12月3日 01190-9778501 事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

12月3日 13080-73950001 医療事務 パート ¥870 ～ ¥900 59歳以下 えりも町 不問 不問

11月26日 01160-1194601 臨時事務及び調理補助 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-1179901 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1207601 介護職員 パート ¥895 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-1141001 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1145101 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1150001 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

11月26日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100
18歳～
64歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1103101 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1087301 保育補助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-997601 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-1004601 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-1012901 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-1015701 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1017201 販売員(接客・品出し) パート ¥890 ～ ¥890 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1041201 レストランスタッフ パート ¥865 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-1043001 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問
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11月26日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-990401 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-985201 調理補助員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-976801 販売員 一般 ¥120,164 ～ ¥120,164 59歳以下 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-968701 受付事務員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-933401 ホームヘルパー訪問介護員 パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

11月26日 01160-934701 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-943801 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-932101 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月26日 01160-965901 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-1193301 事務職員 一般 ¥148,600 ～ ¥247,600 不問 新ひだか町 不問 不問

11月26日 01161-1360901 モバイルプランナー 一般 ¥168,000 ～ ¥188,000 35歳以下 新ひだか町 不問 不問

11月26日 01161-1352901 一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01161-1355701 一般事務職員 一般 ¥134,700 ～ ¥134,700 不問 新ひだか町 不問 不問

11月26日 01240-19258101 販売員 一般 ¥130,786 ～ ¥135,560 不問 新ひだか町 不問 不問

11月26日 01161-1338101 医療事務員 一般 ¥152,592 ～ ¥226,240 18歳～35歳 新ひだか町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月26日 01161-1339401 医師事務作業補助員 一般 ¥152,592 ～ ¥209,406 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

11月26日 01161-1255301 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1209101 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 新ひだか町 不問 不問

11月26日 01161-1348701 一般相談員 パート ¥1,130 ～ ¥1,306 不問 新ひだか町 不問 不問

11月26日 01161-1343301 医療事務員 パート ¥861 ～ ¥910 不問 新ひだか町 不問 不問
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11月26日 01240-19259401 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 新ひだか町 不問 不問

11月26日 01160-1210801 一般事務職員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 様似町 不問 不問

11月26日 01160-1212501 様似小学校一般事務補助員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1213001 様似中学校一般事務補助員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1215601 幼児センタークラス補助員 一般 ¥144,000 ～ ¥166,400 不問 様似町 不問 不問

11月26日 01160-1217101 図書館受付業務員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 様似町 不問 不問

11月26日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

11月26日 01160-1185301 ディサービス臨時介護員 一般 ¥144,000 ～ ¥152,000 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100
18歳～
64歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月26日 01160-1214301 様似小学校学習補助員 パート ¥1,040 ～ ¥1,040 不問 様似町 不問 不問

11月26日 01160-1216901 放課後児童施設指導員 パート ¥900 ～ ¥1,040 不問 様似町 不問 不問

11月19日 01160-1201701 一般職（事務・技術職） 一般 ¥143,200 ～ ¥273,000 30歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月19日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

11月19日 01160-1190201
調剤助手及び
店内作業、配達業務 パート ¥880 ～ ¥880 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月19日 01160-1145101 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月19日 01160-1155401 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月19日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100
18歳～
64歳

浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月19日 01160-1103101 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月19日 01160-1087301 保育補助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月19日 01160-1004601 保育補助員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

11月19日 01160-1008701 営業販売 一般 ¥149,300 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月19日 01160-1012901 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問
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11月19日 01160-1017201 販売員 パート ¥890 ～ ¥890 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月19日 01160-1043001 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

11月19日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月19日 01160-990401 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月19日 01160-976801 販売員 一般 ¥120,164 ～ ¥120,164 59歳以下 浦河町 不問 不問

11月19日 01160-911001 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月19日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

11月19日 01160-936201 ホール係 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

11月19日 01161-1338101 医療事務員 一般 ¥152,592 ～ ¥226,240
18歳～
35歳

新ひだか町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月19日 01161-1339401 医師事務作業補助員 一般 ¥152,592 ～ ¥209,406 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

11月19日 01161-1255301 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月19日 01161-1251801 調理・ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町 不問 不問

11月19日 01161-1250701 ベットメイク パート ¥861 ～ ¥950 不問 新ひだか町 不問 不問

11月19日 01160-1097901 一般事務 一般 ¥144,600 ～ ¥271,500 50歳以下 えりも町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月19日 01160-1175501 総菜調理員 パート ¥886 ～ ¥886 64歳以下 えりも町 不問 不問

11月12日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-1190201
調剤助手及び店内作
業、配達業務

パート ¥880 ～ ¥880 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-1189401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-1179901 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-1145101 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-1155401 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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11月12日 01160-1103101 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-1087301 保育補助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-997601 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-1004601 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-1005901 ホール係及び調理補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-1008701 営業販売 一般 ¥149,300 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月12日 01160-1015701 調理員 一般 ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-1043001
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-990401 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-985201 調理補助員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-968701 受付事務員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-976801 販売員 一般 ¥120,164 ～ ¥120,164 59歳以下 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-934701
デイサービスセンター
介護員

パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-965901
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-932101 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月12日 01240-19258101 販売員 一般 ¥130,786 ～ ¥135,560 不問 新ひだか町 不問 不問

11月12日 01161-1338101 医療事務員 一般 ¥152,592 ～ ¥226,240 18歳～35歳 新ひだか町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月12日 01161-1339401 医師事務作業補助員 一般 ¥152,592 ～ ¥209,406 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

11月12日 01161-1336601 歯科技工士助手 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 40歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01161-1255301 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問
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11月12日 01161-1247301
新ひだか町商工会職
員

一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01040-11793901 事務係 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01240-19259401 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 新ひだか町 不問 不問

11月12日 01010-34998401
宝くじ販売及び当せん
金支払い業務

パート ¥880 ～ ¥980 不問 新ひだか町 不問 不問

11月12日 01161-1251801 調理・ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町 不問 不問

11月12日 01161-1244201 介護スタッフ パート ¥880 ～ ¥930 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01161-1242701 調理及び販売スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町 不問 不問

11月12日 01160-1192001 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-1185301
デイサービス臨時介護
員

一般 ¥144,000 ～ ¥152,000 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-1097901 一般事務 一般 ¥144,600 ～ ¥271,500 50歳以下 えりも町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月12日 01160-1091801 事務員 一般 ¥300,000 ～ ¥300,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01230-18142401 販売員 一般 ¥140,448 ～ ¥140,448 59歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01160-1189401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

11月12日 01160-1103101 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月12日 01230-16317501 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-1141001 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-1150001 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

11月5日 01160-1155401 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-1103101 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-997601 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問
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11月5日 01160-1017201 販売員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-1043001
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

11月5日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-990401 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-988301 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

11月5日 01160-987001 一般事務員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

11月5日 01160-985201 調理補助員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-968701 受付事務員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月5日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

11月5日 01160-934701
デイサービスセンター
介護員

パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

11月5日 01160-932101 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月5日 01160-965901
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

11月5日 01160-1114801 介護スタッフ 一般 ¥187,100 ～ ¥203,100 18歳～64歳 浦河町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-1097901 一般事務 一般 ¥144,600 ～ ¥271,500 50歳以下 えりも町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

11月5日 01160-1091801 事務員 一般 ¥300,000 ～ ¥300,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 13080-63239101 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-1112401
事務・フロント・損害保
険業務

一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01230-16317501 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01160-986501 給食調理員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 えりも町 不問 不問

11月5日 01161-1255301 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01161-1247301
新ひだか町商工会職
員

一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01161-1243801 物理療法助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 新ひだか町 不問 不問
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11月5日 01040-11793901 事務係 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01090-8354201 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥170,100 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

11月5日 01010-34998401
宝くじ販売及び当せん
金支払い業務

パート ¥880 ～ ¥980 不問 新ひだか町 不問 不問

11月5日 01161-1254001 学校給食調理員 パート ¥914 ～ ¥914 不問 新冠町 不問 不問

11月5日 01161-1251801 調理・ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町 不問 不問

11月5日 01161-1244201 介護スタッフ パート ¥880 ～ ¥930 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

11月5日 01161-1234701 非常勤保育補助員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-1038901 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

10月29日 01160-1043001
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

10月29日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-1103101 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-997601 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

10月29日 01160-1015701 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-988301 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

10月29日 01160-987001 一般事務員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

10月29日 01160-985201 調理補助員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

10月29日 01160-943801 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

10月29日 01160-965901
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

10月29日 01160-899001 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-874001 金融事務 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-825601 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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10月29日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-840001 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

10月29日 01161-1247301
新ひだか町商工会職
員

一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01161-1243801 物理療法助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

10月29日 01090-8354201 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥170,100 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

10月29日 01161-1244201 介護スタッフ パート ¥880 ～ ¥930 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01161-1234701 非常勤保育補助員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-1112401
事務・フロント・損害保
険業務

一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-1097901 一般事務 一般 ¥144,600 ～ ¥271,500 50歳以下 えりも町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

10月29日 01160-1091801 事務員 一般 ¥300,000 ～ ¥300,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 13080-63239101 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-976801 販売員 一般 ¥120,164 ～ ¥120,164 59歳以下 浦河町 不問 不問

10月29日 01160-1088601
レストランホールスタッ
フ

パート ¥870 ～ ¥870 不問 様似町 不問 不問

10月29日 01230-16317501 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

10月29日 01160-986501 給食調理員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 えりも町 不問 不問

10月29日 01160-968701 受付事務員 パート ¥870 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

10月22日 01160-825601 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01160-840001 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

10月22日 01160-874001 金融事務 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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10月22日 01160-1038901 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

10月22日 01160-1043001
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

10月22日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01160-932101 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

10月22日 01160-976801 販売 一般 ¥120,164 ～ ¥120,164 59歳以下 浦河町 不問 不問

10月22日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

10月22日 01160-943801 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

10月22日 01160-965901
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

10月22日 01160-899001 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01160-1103101 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01160-997601 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

10月22日 01160-1004601 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

10月22日 01160-1014401 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

10月22日 01160-1015701 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01160-988301 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

10月22日 01161-1243801 物理療法助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

10月22日 01161-1124301 職業指導員 一般 ¥175,350 ～ ¥182,500 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01161-1244201 介護スタッフ パート ¥880 ～ ¥930 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01161-1128401 職業指導員 パート ¥865 ～ ¥865 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

10月22日 01160-1097901 一般事務 一般 ¥144,600 ～ ¥271,500 50歳以下 えりも町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

10月22日 01160-1091801 事務員 一般 ¥300,000 ～ ¥300,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 13080-93239101 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問
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10月22日 01160-981101 移送サービス運転手 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01230-16317501 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

10月22日 01160-986501 給食調理員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 えりも町 不問 不問

10月15日 01160-1085501 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-1004601 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

10月15日 01160-1015701 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-1043001
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

10月15日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-988301 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

10月15日 01160-987001 一般事務員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

10月15日 01160-911001 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

10月15日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

10月15日 01160-943801 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

10月15日 01160-932101 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

10月15日 01160-965901
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

10月15日 01160-899001 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-874001 金融事務 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-861401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

10月15日 01160-825601 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-840001 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問
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10月15日 01161-1124301 職業指導員 一般 ¥175,350 ～ ¥182,500 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01161-1234701 非常勤保育補助員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01161-1229501
一般事務及び経理事
務

パート ¥890 ～ ¥890 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-1091801 事務員 一般 ¥300,000 ～ ¥300,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 13080-63239101 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-980901 境町会館管理人 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 浦河町 不問 不問

10月15日 01160-976801 販売 一般 ¥120,164 ～ ¥120,164 59歳以下 浦河町 不問 不問

10月15日 01230-16317501 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

10月15日 01160-986501 給食調理員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 えりも町 不問 不問

10月15日 01160-970301 昆布加工員 パート ¥861 ～ ¥865 不問 えりも町 不問 不問

10月8日 01160-997601 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

10月8日 01160-1004601 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

10月8日 01160-1014401 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

10月8日 01160-1015701 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-1043001
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

10月8日 01160-1056401 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-988301 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

10月8日 01160-984801 一般事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-985201 調理補助員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-976801 販売 一般 ¥120,164 ～ ¥120,164 59歳以下 浦河町 不問 不問

10月8日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

10月8日 01160-943801 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問
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10月8日 01160-965901
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

10月8日 01160-899001 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-880201 事務兼経理 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-861401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

10月8日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-840001 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

10月8日 01161-1124301 職業指導員 一般 ¥175,350 ～ ¥182,500 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 13080-63239101 医療事務 一般 ¥141,000 ～ ¥153,500 59歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01161-1229501
一般事務及び経理事
務

パート ¥890 ～ ¥890 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01230-16317501 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-990401 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-986501 給食調理員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 えりも町 不問 不問

10月8日 01160-984801 一般事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月8日 01160-970301 昆布加工員 パート ¥861 ～ ¥865 不問 えりも町 不問 不問

10月8日 01160-884601 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-976801 販売 一般 ¥120,164 ～ ¥120,164 59歳以下 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-990401 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月1日 01160-984801 一般事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月1日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-933401
ホームヘルパー訪問介
護員

パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

10月1日 01160-934701
ディサービスセンター介
護員

パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問
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10月1日 01160-943801 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-965901
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-861401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-899001 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月1日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月1日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月1日 01160-793801 一般事務 パート ¥886 ～ ¥886 不問 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-788001 保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-713301 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月1日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月1日 01160-745001 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

10月1日 01160-746301 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-748901
グループホームの世話
人

パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月1日 01160-752501
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-777801 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月1日 01160-983701 倉庫作業員 一般 ¥144,648 ～ ¥168,000 不問 新冠町 不問 不問

10月1日 01161-1125601 調理及び販売スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町 不問 不問

10月1日 01161-1002201
青果物のパッケージ作
業員

パート ¥870 ～ ¥870 不問 新ひだか町 不問 不問

10月1日 01160-988301 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-987001 一般事務員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-984801 一般事務補助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

10月1日 01160-970301 昆布加工員 パート ¥861 ～ ¥865 不問 えりも町 不問 不問
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10月1日 01160-884601 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 浦河町 不問 不問

10月1日 01160-872201 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

9月23日 01160-976801 販売 一般 ¥120,164 ～ ¥120,164 59歳以下 浦河町 不問 不問

9月23日 01160-911001 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月23日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

9月23日 01160-927801 配送 一般 ¥165,500 ～ ¥302,600 35歳以下 浦河町
中型自動車免許
大型自動車免許
普通自動車運転免許（AT限定不可）

不問

9月23日 01160-932101 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

9月23日 01160-939301 介護福祉士 一般 ¥162,750 ～ ¥240,660 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

9月23日 01160-960201 牧場作業員 パート ¥950 ～ ¥1,200 不問 浦河町 不問 不問

9月23日 01160-899001 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01160-888701 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

9月23日 01160-880201 事務兼経理 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01160-829701
ホールスタッフ兼調理
補助

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月23日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01160-840001 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

9月23日 01160-851901 厩舎作業員 一般 ¥179,088 ～ ¥179,088 不問 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

9月23日 01160-814501 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

9月23日 01160-795501 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月23日 01160-796001 販売員 パート ¥1,125 ～ ¥1,125 不問 浦河町 不問 不問

9月23日 01160-792701 ホール係又は調理 パート ¥865 ～ ¥880 不問 浦河町 不問 不問

9月23日 01160-788001 預かり保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問
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9月23日 01160-787501 総合職 一般 ¥152,700 ～ ¥188,700 29歳以下 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

9月23日 01160-786201
いちごの収穫作業及び
生育管理作業員

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

9月23日 01160-709401 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月23日 01160-715901 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01160-745001 介護員(正職員） 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

9月23日 01160-748901
グループホームの世話
人

パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01160-752501
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

9月23日 01160-767701 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01160-774101 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01160-777801 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01161-1109601
経理事務及び一般事
務員

一般 ¥147,100 ～ ¥195,700 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01161-1107001
医師の送迎及び救急
車運転手

一般 ¥151,062 ～ ¥171,258 40歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01161-1100901 中華調理人（見習い） 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

9月23日 01161-1120801
クリーニング仕上スタッ
フ

パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

9月23日 01161-1108301
菓子販売員兼インター
ネット商品発送員

パート ¥870 ～ ¥870 不問 新ひだか町 不問 不問

9月23日 01161-992401 洗い場スタッフ パート ¥861 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

9月23日 01090-6513501 医療事務員 一般 ¥137,760 ～ ¥144,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

9月23日 01160-970301 昆布加工員 パート ¥861 ～ ¥865 不問 えりも町 不問 不問

9月23日 01160-884601 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-976801 販売 一般 ¥120,164 ～ ¥120,164 59歳以下 浦河町 不問 不問

48 ページ



提供：ハローワーク浦河 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16日 01160-911001 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-933401
ホームヘルパー訪問介
護員

パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

9月16日 01160-934701
ディサービスセンター介
護員

パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-932101 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

9月16日 01160-943801 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-965901
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-882001 一般事務員 パート ¥907 ～ ¥1,116 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-899001 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01160-880201 事務兼経理 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01160-861401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-825601 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01160-840001 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

9月16日 01160-812801 いちご栽培の農作業 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-795501 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

9月16日 01160-709401 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-710201 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-712001 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-713301 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

49 ページ



提供：ハローワーク浦河 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16日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01160-745001 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

9月16日 01160-746301 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-748901
グループホームの世話
人

パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01160-752501
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

9月16日 01160-777801 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01161-1109601
経理事務及び一般事
務員

一般 ¥147,100 ～ ¥195,700 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01161-1009401 総合職 一般 ¥150,300 ～ ¥178,900 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01161-996501 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 新ひだか町
簿記能力検定(全経3級)、普通自動
車運転免許

不問

9月16日 01100-4368701 販売スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 40歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

9月16日 01161-1108301
菓子販売員兼インター
ネット商品発送員

パート ¥870 ～ ¥870 不問 新ひだか町 不問 不問

9月16日 01161-1002201
青果物のパッケージ作
業員

パート ¥870 ～ ¥870 不問 新ひだか町 不問 不問

9月11日 01160-911001 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-933401
ホームヘルパー訪問介
護員

パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

9月11日 01160-934701
ディサービスセンター介
護員

パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-932101 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

9月11日 01160-943801 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-965901
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-882001 一般事務員 パート ¥907 ～ ¥1,116 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-861401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問
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9月11日 01160-899001 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01160-880201 事務兼経理 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01160-874001 金融事務 一般 ¥145,000 ～ ¥153,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01160-825601 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01160-840001 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

9月11日 01160-795501 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-788001 預かり保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-709401 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-710201 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-712001 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

9月11日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01160-745001 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

9月11日 01160-746301 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-748901
グループホームの世話
人

パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01160-752501
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

9月11日 01160-777801 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01161-1109601
経理事務及び一般事
務員

一般 ¥147,100 ～ ¥195,700 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01161-1009401 総合職 一般 ¥150,300 ～ ¥178,900 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問
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9月11日 01161-1005301 一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新ひだか町 不問 不問

9月11日 01161-996501 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01161-1108301
菓子販売員兼インター
ネット商品発送員

パート ¥870 ～ ¥870 不問 新ひだか町 不問 不問

9月11日 01160-900801 一般事務員補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 新ひだか町 不問 不問

9月11日 01160-873501 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 新ひだか町 不問 不問

9月11日 01160-970301 昆布加工員 パート ¥861 ～ ¥865 不問 えりも町 不問 不問

9月11日 01090-6513501 医療事務員 一般 ¥137,760 ～ ¥144,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

9月11日 01160-974401 事務職兼販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

9月11日 01160-872201 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

9月3日 01160-932101 教習指導員 一般 ¥163,900 ～ ¥197,200 40歳以下 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

9月3日 01160-899001 事務兼経理 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-911001 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-914901 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-933401
ホームヘルパー訪問介
護員

パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、介護福祉士、普通自動車運転
免許

不問

9月3日 01160-934701
デイサービスセンター
介護員

パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-943801 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-965901
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-887401 事務職 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-882001 一般事務員 パート ¥907 ～ ¥1,116 不問 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-861401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-880201 事務兼経理 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-874001 金融事務 一般 ¥145,000 ～ ¥153,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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9月3日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-840001 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

9月3日 01160-788001 預かり保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-710201 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-713301 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-715901 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-748901
グループホームの世話
人

パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-752501
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-777801 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

9月3日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01160-745001 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

9月3日 01160-746301 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町 ホームヘルパー2級、初任者研修修了者 不問

9月3日 01161-1009401 総合職 一般 ¥150,300 ～ ¥178,900 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01161-1005301 一般事務職員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新ひだか町 不問 不問

9月3日 01161-1008101 保育補助 一般 ¥117,840 ～ ¥125,160 不問 新ひだか町 不問 不問

9月3日 01161-996501 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 新ひだか町
簿記能力検定(全経3級)、普通自動
車運転免許

不問

9月3日 01240-13774901 販売員 一般 ¥130,786 ～ ¥135,560 不問 新ひだか町 不問 不問

9月3日 01161-989001 金融事務員 一般 ¥154,500 ～ ¥158,500 不問 新ひだか町 不問 不問

9月3日 01160-900801 一般事務員補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 新ひだか町 不問 不問
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9月3日 01160-873501 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 新ひだか町 不問 不問

9月3日 01160-882001 一般事務員 パート ¥907 ～ ¥1,116 不問 浦河町 不問 不問

9月3日 01160-872201 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

9月3日 01160-895701 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 不問 様似町 不問 不問

9月3日 01160-880201 事務兼経理 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

9月3日 01090-6513501 医療事務員 一般 ¥137,760 ～ ¥144,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

8月27日 01160-887401 事務職 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-885901 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

8月27日 01160-882001 一般事務員 パート ¥907 ～ ¥1,116 不問 浦河町 不問 不問

8月27日 01160-861401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

8月27日 01160-880201 事務兼経理 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-874001 金融事務 一般 ¥145,000 ～ ¥153,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-788001 預かり保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月27日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

8月27日 01160-710201 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

8月27日 01160-712001 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月27日 01160-713301 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-745001 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問
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8月27日 01160-746301 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者

不問

8月27日 01160-748901
グループホームの世話
人

パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-752501
歯科医院の助手及び
受付

パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

8月27日 01160-777801 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-698201 施設管理人 パート ¥871 ～ ¥871 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月27日 01160-672501
一般事務兼軽作業ス
タッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

8月27日 01160-613801 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

8月27日 01161-996501 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01090-6514001 医療事務員 一般 ¥137,760 ～ ¥144,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

8月27日 01161-989001 金融事務員 一般 ¥154,500 ～ ¥158,500 不問 新ひだか町 不問 不問

8月27日 01160-873501 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 新ひだか町 不問 不問

8月27日 01161-895901 一般事務 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01160-880201 事務兼経理 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月27日 01090-6513501 医療事務員 一般 ¥137,760 ～ ¥144,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

8月27日 01160-872201 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

8月27日 01160-861401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

8月20日 01160-880201 事務兼経理 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 1160-829701 ホールスタッフ兼調理補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

8月20日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-788001 預かり保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月20日 01160-786201
イチゴの収穫作業及び
生育管理作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問
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8月20日 01160-705301 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

8月20日 01160-709401 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月20日 01160-715901 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-748901 ｸﾞﾙｰﾌﾟホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-752501 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

8月20日 01160-777801 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-678401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

8月20日 01100-4368701 販売スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 40歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01161-996501 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 新ひだかk長 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01090-6514001 医療事務員 一般 ¥137,760 ～ ¥144,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

8月20日 01160-873501 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 新ひだか町 不問 不問

8月20日 01160-870801 ベットメイク パート ¥950 ～ ¥950 不問 新ひだか町 不問 不問

8月20日 01161-991101 ホール係 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町 不問 不問

8月20日 01161-895901 一般事務 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-880201 事務兼経理 一般 ¥250,000 ～ ¥30,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-857501 一般事務 一般 ¥143,400 ～ ¥210,800 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-791401 一般事務及び販売員 一般 ¥145,000 ～ ¥165,000 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

8月20日 01160-872201 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

8月13日 01160-857501 一般事務 一般 ¥143,400 ～ ¥210,800 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01160-811701 総合職 一般 ¥187,500 ～ ¥242,000 35歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問
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8月13日 01160-791401 一般事務及び販売員 一般 ¥145,000 ～ ¥165,000 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01160-697801 葬儀作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 40歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01160-861401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

8月13日 01160-788001 預かり保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月13日 01161-989001 金融事務員 一般 ¥154,500 ～ ¥158,500 不問 新ひだか町 不問 不問

8月13日 01240-13640201 調理・洗浄スタッフ 一般 ¥124,600 ～ ¥126,700 不問 新ひだか町 不問 不問

8月13日 01161-885301
一般事務(経理・工事事務含
む) 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01160-865501 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 新冠町 不問 不問

8月13日 01161-895901 一般事務 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-830501 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-831001 サポート部門 パート ¥916 ～ ¥916 不問 浦河町 不問 不問

8月4日 01160-835101 生活支援員 一般 ¥189,646 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-789301 ホール及び調理員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

8月4日 01160-786201 イチゴの収穫作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

8月4日 01160-709401 ホール及び洗い場 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月4日 01160-715901 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-746301 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町
ホームヘルパー2級
初任者研修修了者

8月4日 01160-748901 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-752501 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥900 40歳以下 浦河町 不問 不問
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8月4日 01160-691301 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

8月4日 01160-682301 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

8月4日 01160-613801 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

8月4日 01160-630201 ホール係（又は調理補助） パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

8月4日 01161-885301 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01161-879901 訪問介護 一般 ¥139,800 ～ ¥160,900 59歳以下 新ひだか町
ホームヘルパー2級
初任者研修修了者
普通自動車運転免許

不問

8月4日 01161-864701 介助員 一般 ¥105,600 ～ ¥105,600 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

8月4日 01161-895901 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01161-872701 調理・ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町 不問 不問

8月4日 01160-857501 一般事務 一般 ¥143,400 ～ ¥210,800 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-811701 総合職 一般 ¥187,500 ～ ¥242,000 35歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-791401 一般事務及び販売員 一般 ¥145,000 ～ ¥165,000 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01230-12029501 販売員 一般 ¥111,069 ～ ¥111,069 59歳以下 様似町 普通自動車運転免許 不問

8月4日 01160-788001 預かり保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月4日 01230-12027801 販売員 パート ¥871 ～ ¥871 59歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

7月30日 01160-710201 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

7月30日 01160-712001 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月30日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-802401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 浦河町 不問 不問

7月30日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-745001 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問
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7月30日 01160-746301 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者

不問

7月30日 01160-748901 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-752501 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

7月30日 01160-777801 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-682301 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

7月30日 01160-672501 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

7月30日 01160-678401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

7月30日 01160-665001 ホームヘルパー パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

7月30日 01160-628101 ホームヘルパー訪問介護員 パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、介護福祉士、普通自動車運転
免許

不問

7月30日 01160-629401 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

7月30日 01160-640301 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

7月30日 01160-599701 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-555901 生活支援員 一般 ¥195,576 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-562901 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

7月30日 01161-885301
一般事務(経理・工事事務含
む) 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01161-879901 訪問介護 一般 ¥139,800 ～ ¥160,900 59歳以下 新ひだか町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

7月30日 01161-868001 看護助手 一般 ¥138,900 ～ ¥152,900 不問 新ひだか町 不問 不問

7月30日 01161-871401 調理・ホールスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01161-866201 クリエイティブスタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 38歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01161-864701 介助員 一般 ¥105,600 ～ ¥105,600 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

7月30日 01161-861901 鮮魚販売員 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問
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7月30日 01161-788601 宿舎の賄い 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-791401 一般事務及び販売員 一般 ¥145,000 ～ ¥165,000 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-697801 葬儀作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 40歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01160-698201 施設管理人 パート ¥871 ～ ¥871 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月27日 01160-802401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

7月27日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

7月27日 01160-710201 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

7月27日 01160-712001 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月27日 01160-713301 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01160-745001 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

7月27日 01160-746301 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 不問 浦河町 ホームヘルパー2級、初任者研修修了者 不問

7月27日 01160-748901 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01160-752501 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

7月27日 01160-777801 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01160-682301 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

7月27日 01160-672501 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

7月27日 01160-665001 ホームヘルパー パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

7月27日 01160-613801 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

7月27日 01160-640301 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

7月27日 01160-599701 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

60 ページ



提供：ハローワーク浦河 令和　2年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

7月27日 01160-540701 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01160-555901 生活支援員 一般 ¥195,576 ～ ¥224,028 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01160-562901 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

7月27日 01161-885301 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01161-881801 ガソリンスタンドスタッフ 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

7月27日 01161-879901 訪問介護 一般 ¥139,800 ～ ¥160,900 59歳以下 新ひだか町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

7月27日 01161-868001 看護助手 一般 ¥138,900 ～ ¥152,900 不問 新ひだか町 不問 不問

7月27日 01161-871401 調理・ホールスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01161-866201 クリエイティブスタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 38歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01161-861901 鮮魚販売員 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

7月27日 01161-788601 宿舎の賄い 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01161-883501 一般事務 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01160-803701 焼肉店員 パート ¥861 ～ ¥1,200 不問 新冠町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01161-865801 一般事務員 パート ¥920 ～ ¥920 不問 新ひだか町 不問 不問

7月27日 01160-806501 水産物加工員 一般 ¥202,500 ～ ¥266,500 不問 様似町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

7月27日 01160-791401 一般事務及び販売員 一般 ¥145,000 ～ ¥165,000 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

7月27日 01160-697801 葬儀作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 40歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

7月16日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

7月16日 01160-709401 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月16日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月16日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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7月16日 01160-748901 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月16日 01160-752501 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

7月16日 01160-691301 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

7月16日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月16日 01160-562901 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

7月16日 01161-864701 介助員 一般 ¥105,600 ～ ¥105,600 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

7月16日 01161-861901 鮮魚販売員 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 新ひだか町 不問 不問

7月16日 01161-788601 宿舎の賄い 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月16日 01161-873801 ベットメイク パート ¥861 ～ ¥950 不問 新ひだか町 不問 不問

7月16日 01161-872701 調理員・ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町 不問 不問

7月16日 01160-791401 一般事務及び販売員 一般 ¥145,000 ～ ¥165,000 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

7月16日 01160-676901 事務職兼販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

7月16日 01160-793801 一般事務員 パート ¥886 ～ ¥886 不問 浦河町 不問 不問

7月16日 01160-788001 預かり保育補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月16日 01160-786201
イチゴの収穫作業及び
生育管理作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01161-864701 介助員 一般 ¥105,600 ～ ¥105,600 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

7月8日 01161-861901 鮮魚販売員 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

7月8日 07030-4020001 販売 一般 ¥152,055 ～ ¥190,913 不問 新ひだか町 不問 不問

7月8日 01161-788601 宿舎の賄い 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01161-778001 総合事務員 一般 ¥182,000 ～ ¥242,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01161-665601 一般事務 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01160-697801 葬儀作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 40歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問
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7月8日 01160-676901 事務職兼販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01160-592501 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01160-715901 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01160-682301 店舗事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

7月8日 01160-666301 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 えりも町 不問 不問

7月8日 01160-599701 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01160-782101 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

7月8日 01160-709401 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月8日 01160-715901 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01160-748901 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01160-752501 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

7月8日 01160-691301 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

7月8日 01160-682301 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

7月8日 01160-678401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

7月8日 01160-670801 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町
普通自動車運転免許
（AT限定不可）

不問

7月8日 01160-587601 研修担当職員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月8日 01160」-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-726801 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-745001 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

7月2日 01160-746301 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者

不問
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7月2日 01160-748901 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-709401 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-710201 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-712001 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-713301 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-725701 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-752501 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-751201 レストランスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-777801 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-694101 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-695401 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-682301 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-672501 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-665001 ホームヘルパー パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

7月2日 01160-670801 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

7月2日 01160-613801 清掃員 一般 ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-640301 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-599701 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-587601 研修担当職員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-555901 生活支援員 一般 ¥195,576 ～ ¥224,028 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-562901 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問
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7月2日 01160-576501 交通誘導員 一般 ¥189,000 ～ ¥210,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

7月2日 01161-788601 宿舎の賄 一般 ¥154,000 ～ ¥154,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01161-783801 寮の賄人 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01161-778001 総合事務員 一般 ¥182,000 ～ ¥242,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01161-657601 訪問介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

7月2日 01161-660801 介助員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-697801 葬儀作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 40歳以下 えりも町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-676901 事務職兼販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-584501 調剤受付事務 一般 ¥162,000 ～ ¥167,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

7月2日 01160-682301 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-678401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

7月2日 01160-582801 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

7月2日 01010-21554901
町立学校事務生・給食配膳
業務 パート ¥890 ～ ¥890 不問 新ひだか町 不問 不問

6月25日 01160-670801 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

6月25日 01160-613801 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

6月25日 01160-694101 一般事務補助員 一般 ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

6月25日 01160-689201 一般事務補助員 一般 ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

6月25日 01160-682301 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

6月25日 01160-672501 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

6月25日 01160-665001 ホームヘルパー パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

6月25日 01160-640301 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

6月25日 01160-599701 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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6月25日 01160-587601 研修担当職員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-540701 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-546601 登録販売者 パート ¥891 ～ ¥951 不問 浦河町 登録販売者(一般医薬品) 不問

6月25日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-555901 生活支援員 一般 ¥189,640 ～ ¥224,010 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-562901 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

6月25日 01160-516701 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

6月25日 01160-518201 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月25日 01160-519501 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

6月25日 01160-430001 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-458601 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

6月25日 01160-459901 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町 ホームヘルパー2級、初任者研修修了者 不問

6月25日 01160-463501 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-467901 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

6月25日 01161-778001 総合事務員 一般 ¥182,000 ～ ¥242,000 59歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01161-772101 薬剤助手 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新ひだか町 不問 不問

6月25日 01161-654501
菓子販売員兼インターネット
商品発送員 一般 ¥127,890 ～ ¥143,550 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月25日 01161-659101 訪問介護員兼介護事務 一般 ¥149,000 ～ ¥157,000 不問 新ひだか町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

6月25日 01161-660801 介助員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 不問 新ひだか町
初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、介護福祉士、普通自動車運転
免許

不問
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6月25日 01161-770601
ミニトマト及び野菜栽培作業
員 パート ¥865 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

6月25日 01161-665601 一般事務 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01161-657601 訪問介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

6月25日 01160-676901 事務職兼販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-587601 研修担当職員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01160-584501 調剤受付事務 一般 ¥162,000 ～ ¥167,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月25日 01010-21554901
町立学校事務生・給食配膳
業務 パート ¥890 ～ ¥890 不問 新ひだか町 不問 不問

6月25日 01160-582801 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

6月18日 01160-689201 一般事務補助者 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

6月18日 01160-680501 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-672501 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

6月18日 01160-665001 ホームヘルパー パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

6月18日 01160-681001 一般事務員 一般 ¥145,200 ～ ¥145,200 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-670801 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

6月18日 01160-613801 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

6月18日 01160-640301 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

6月18日 01160-599701 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-587601 研修担当職員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-540701 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-555901 生活支援員 一般 ¥189,640 ～ ¥224,010 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-562901 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問
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6月18日 01160-516701 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

6月18日 01160-518201 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月18日 01160-519501 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

6月18日 01160-427701 事務員 一般 ¥143,200 ～ ¥151,600 30歳以下 浦河町
簿記実務検定3級、普通自動車運転
免許

不問

6月18日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-458601 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

6月18日 01160-459901 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者

不問

6月18日 01160-463501 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-467901 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 不問 浦河町 不問 不問

6月18日 01161-772101 薬剤助手 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 新ひだか町 不問 不問

6月18日 01161-654501
菓子販売員兼インターネット
商品配送 一般 ¥127,890 ～ ¥143,550 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月18日 01161-659101 訪問介護員兼介護事務 一般 ¥149,000 ～ ¥157,000 不問 新ひだか町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

6月18日 01161-660801 介助員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 不問 新ひだか町
初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、介護福祉士、普通自動車運転
免許

不問

6月18日 01161-643701 看護助手 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月18日 01160-676901 事務職兼販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-587601 研修担当職員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-584501 調剤受付事務 一般 ¥162,000 ～ ¥167,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月18日 01160-689201 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

6月18日 01160-682301 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-680501 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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6月10日 01160-681001 一般事務員 一般 ¥145,200 ～ ¥145,200 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-682301 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-67711 調理員 一般 ¥863 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-670801 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

6月10日 01160-671201 昆布加工員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-613801 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-63020 ホール係 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-592501 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-587601 研修担当員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-585001 和菓子製造補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-544001 ホールスタッフ兼調理補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-550201 衣料品販売 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-524701 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-507701 牧場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

6月10日 01160-430001 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-467901 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

6月10日 01161-654501
菓子販売員兼インターネット
商品発送員 一般 ¥127,890 ～ ¥143,550 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月10日 01161-638501 損害保険事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥310,000 59歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問
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6月10日 01161-655001 調理員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 新ひだか町 不問 不問

6月10日 01161-640901 お弁当配達ｽﾀｯﾌ パート ¥1,006 ～ ¥1,006 69歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01161-643701 看護助手パート パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月10日 01160-681001 一般事務員 一般 ¥145,200 ～ ¥145,200 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-676901 事務職兼販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 様似町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-592501 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-584501 調剤受付事務 一般 ¥162,000 ～ ¥167,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-87601 研修担当職員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-680501 一般事務員 パート ¥911 ～ ¥911 64歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月10日 01160-682301 店舗事務員兼販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-666301 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 えりも町 不問 不問

6月10日 01160-590801 ホールスタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 様似町 不問 不問

6月10日 01160-585001 和菓子製造補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

6月10日 01160-582801 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

6月10日 01160-583201 調剤業務補助 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-665001 ホームヘルパー パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

6月4日 01160-670801 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

6月4日 01160-613801 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

6月4日 01160-629401 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

6月4日 01160-630201 ホール係 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

6月4日 01160-640301 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

6月4日 01160-599701 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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6月4日 01160-598401 移住推進員 一般 ¥194,700 ～ ¥194,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-592501 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-587601 研修担当職員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-540701 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-546601 登録販売者 パート ¥891 ～ ¥951 不問 浦河町 登録販売者(一般医薬品) 不問

6月4日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-555901 生活支援員 一般 ¥189,640 ～ ¥224,010 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-562901 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

6月4日 01160-524701 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月4日 01160-516701 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

6月4日 01160-518201 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月4日 01160-519501 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

6月4日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

6月4日 01160-430001 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-463501 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-458601 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

6月4日 01160-459901 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者

不問

6月4日 01160-467901 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

6月4日 01161-654501
菓子販売員兼インターネット
商品発送員 一般 ¥127,890 ～ ¥143,550 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月4日 01161-659101 訪問介護員兼介護事務 一般 ¥149,000 ～ ¥157,000 不問 新ひだか町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問
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6月4日 01161-660801 介護員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 不問 新ひだか町
初任者研修修了者、ホームヘルパー
2級、介護福祉士、普通自動車運転
免許

不問

6月4日 01161-636801 携帯電話販売員 一般 ¥153,000 ～ ¥165,000 35歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月4日 01161-657601 訪問介護員兼介護事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

6月4日 01161-643701 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,000 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月4日 01160-584501 調剤受付事務 一般 ¥162,000 ～ ¥167,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

6月4日 01160-582801 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

6月4日 01160-517801 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 様似町 不問 不問

5月28日 01160-598401 移住推進員 一般 ¥194,700 ～ ¥194,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01160-592501 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01160-587601 研修担当職員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01160-540701 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01160-546601 登録販売者 パート ¥891 ～ ¥951 不問 浦河町 登録販売者(一般医薬品) 不問

5月28日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01160-555901 生活支援員 一般 ¥189,640 ～ ¥224,010 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01160-562901 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

5月28日 01160-524701 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

5月28日 01160-516701 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

5月28日 01160-518201 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

5月28日 01160-519501 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

5月28日 01160-430001 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

5月28日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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5月28日 01160-458601 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

5月28日 01160-459901 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町 ホームヘルパー2級、初任者研修修了者 不問

5月28日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01160-463501 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01160-467901 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

5月28日 01160-400401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

5月28日 01160-367501 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

5月28日 01160-264101 ホームヘルパー パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

5月28日 01160-300301 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01161-652801 施設管理及び浴場清掃 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 新冠町 不問 不問

5月28日 01161-654501
菓子販売員兼インターネット
商品発送員 一般 ¥127,890 ～ ¥143,550 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

5月28日 01161-646501 医療事務スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 45歳以下 新ひだか町 不問 不問

5月28日 01161-638501 損害保険事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥310,000 59歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01161-636801 携帯電話販売員 一般 ¥153,000 ～ ¥165,000 35歳以下 新ひだか町 不問 不問

5月28日 01160-584501 調剤受付事務 一般 ¥162,000 ～ ¥167,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月28日 01161-639001 レジ係 パート ¥875 ～ ¥1,085 不問 新ひだか町 不問 不問

5月28日 01161-542001 セレモニースタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町 不問 不問

5月28日 01160-582801 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

5月28日 01160-517801 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 様似町 不問 不問

5月21日 01160-587601 研修担当職員 一般 ¥148,900 ～ ¥198,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01160-550201 衣料品販売 パート ¥870 ～ ¥870 59歳以下 浦河町 不問 不問
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5月21日 01160-532701 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

5月21日 01160-516701 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

5月21日 01160-518201 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

5月21日 01160-519501 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

5月21日 01160-510001 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01160-430001 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01160-463501
グループホームの世話人(支
援員) パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01160-467901 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

5月21日 01160-400401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

5月21日 01160-367501 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

5月21日 01160-368001 介護職員(デイサービス) パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

5月21日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01160-458601 介護員(正職員) 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

5月21日 01160-459901 介護員(嘱託常勤) 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者

不問

5月21日 01160-345101 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

5月21日 01160-252301 販売 一般 ¥134,583 ～ ¥137,844 59歳以下 浦河町 不問 不問

5月21日 01160-254901 販売 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

5月21日 01160-300301 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

5月21日 01161-636801 携帯電話販売員 一般 ¥153,000 ～ ¥165,000 35歳以下 新ひだか町 不問 不問

5月21日 01161-526001 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01160-584501 調剤受付事務 一般 ¥162,000 ～ ¥167,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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5月21日 01160-582801 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

5月21日 01160-532701 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

5月21日 01160-516701 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

5月21日 01160-517801 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 様似町 不問  不問

5月21日 01160-423601 総合職(正社員) 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

5月14日 01160-547901 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01160-551501 清掃作業員 一般 ¥234,000 ～ ¥234,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

5月14日 01160-555901 生活支援員 一般 ¥189,640 ～ ¥224,010 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01160-562901 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

5月14日 01160-529301 一般事務員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

5月14日 01160-532701 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

5月14日 01160-534201 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01160-524701 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

5月14日 01160-516701 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

5月14日 01160-518201 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

5月14日 01160-519501 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

5月14日 01160-510001 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01160-430001 歯科アシスタント パート ¥861 ～ ¥1,000 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

5月14日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01160-463501 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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5月14日 01160-467901 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

5月14日 01160-458601 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

5月14日 01160-459901 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者

不問

5月14日 01160-400401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

5月14日 01160-367501 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

5月14日 01160-368001 介護職員 パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

5月14日 01160-345101 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

5月14日 01160-252301 販売 一般 ¥134,583 ～ ¥137,844 59歳以下 浦河町 不問 不問

5月14日 01160-264101 ホームヘルパー パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

5月14日 01160-279301 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

5月14日 01160-300301 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

5月14日 01240-8380301 販売員 一般 ¥131,088 ～ ¥135,873 不問 新ひだか町 不問 不問

5月14日 01161-526001 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01161-527301 介護職員 一般 ¥120,540 ～ ¥120,540 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01230-6925201 作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 64歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01161-517501 介護員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 18歳以上 新冠町 ホームヘルパー2級 不問

5月14日 01161-519301
プール受付・監視・清掃ス
タッフ パート ¥890 ～ ¥890 不問 新ひだか町 不問 不問

5月14日 01160-584501 調剤受付事務 一般 ¥162,000 ～ ¥167,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01010-15684901 事務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

5月14日 01160-582801 昆布加工員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 様似町 不問 不問

4月30日 01160-530101 一般事務員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 不問 不問

4月30日 01160-532701 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問
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4月30日 01160-534201 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月30日 01160-524701 ホール及び洗い場係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月30日 01160-518201 いちごの選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月30日 01160-519501 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月30日 01160-510001 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月30日 01160-498301 申請相談員 パート ¥1,130 ～ ¥1,306 不問 浦河町 不問 不問

4月30日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月30日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月30日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月30日 01160-458601 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

4月30日 01160-463501 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月30日 01160-467901 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月30日 01160-400401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

4月30日 01160-367501 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

4月30日 01160-368001 介護職員 パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

4月30日 01160-345101 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月30日 01160-252301 販売 一般 ¥134,583 ～ ¥137,844 59歳以下 浦河町 不問 不問

4月30日 01160-237601 介護スタッフ 一般 ¥185,100 ～ ¥201,100 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月30日 01160-219001 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月30日 01160-192101 清掃作業員 一般 ¥234,000 ～ ¥234,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月30日 01160-186701 生活支援員 一般 ¥189,640 ～ ¥224,010 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月30日 01160-131601 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問
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4月30日 01160-136801
郵便物及びゆうパック配達
員 一般 ¥135,800 ～ ¥135,800 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01160-518201 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月23日 01160-513901 一般事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 浦河町 不問 不問

4月23日 01160-510001 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01160-498301 申請相談員 パート ¥1,130 ～ ¥1,306 不問 浦河町 不問 不問

4月23日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月23日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01160-458601 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

4月23日 01160-459901 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町 ホームヘルパー2級、初任者研修修了者 不問

4月23日 01160-463501 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01160-400401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

4月23日 01160-345101 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月23日 01160-252301 販売 一般 ¥134,583 ～ ¥137,844 59歳以下 浦河町 不問 不問

4月23日 01160-237601 介護スタッフ 一般 ¥185,100 ～ ¥201,100 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01160-219001 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01160-131601 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

4月23日 01160-136801
郵便物及びゆうパック配達
員 一般 ¥135,800 ～ ¥135,800 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01161-523801
医師の送迎及び救急車運転
手 一般 ¥151,062 ～ ¥171,258 40歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01161-526001 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01161-527301 介護職員 一般 ¥120,540 ～ ¥120,540 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01161-513401 一般事務員 一般 ¥163,000 ～ ¥210,000 59歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問

4月23日 01160-497001 移住推進員 一般 ¥194,700 ～ ¥194,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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4月23日 01160-345101 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月23日 01160-516701 いちご加工作業員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 浦河町 不問 不問

4月23日 01160-517801 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 様似町 不問 不問

4月23日 01160-518201 いちご選別作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月23日 01160-519501 調理員 パート ¥896 ～ ¥896 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月23日 01160-498301 申請相談員 パート ¥1,130 ～ ¥1,306 不問 浦河町 不問 不問

4月23日 01160-339701 農場作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

4月16日 01160-497001 移住推進員 一般 ¥194,700 ～ ¥194,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01160-498301 申請相談員 パート ¥1,130 ～ ¥1,306 不問 浦河町 不問 不問

4月16日 01160-500501 用務員 一般 ¥142,900 ～ ¥154,900 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月16日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01160-463501 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01160-467901 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月16日 01160-367501 一般事務兼軽作業スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

4月16日 01160-345101 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月16日 01160-252301 販売 一般 ¥134,583 ～ ¥137,844 59歳以下 浦河町 不問 不問

4月16日 01160-257701 ホームヘルパー訪問介護員 パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、介護福祉士、普通自動車運転
免許

不問

4月16日 01160-261301 デイサービスセンター介護員 パート ¥900 ～ ¥1,150 不問 浦河町 不問 不問

4月16日 01160-279301 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 浦河町 不問 不問

4月16日 01160-237601 介護スタッフ 一般 ¥185,100 ～ ¥201,100 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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4月16日 01160-219001 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01160-192101 清掃作業員 一般 ¥234,000 ～ ¥234,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月16日 01160-131601 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

4月16日 01160-136801
郵便物及びゆうパック配達
員 一般 ¥135,800 ～ ¥135,800 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01160-160801 受付事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 浦河町 不問 不問

4月16日 01161-526001 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01161-527301 介護職員 一般 ¥120,540 ～ ¥120,540 64歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01161-513401 一般事務員 一般 ¥163,000 ～ ¥210,000 59歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01161-420001 一般事務職 一般 ¥139,190 ～ ¥139,190 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01161-416401 新ひだか町商工会職員 一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01160-348801 給食調理員 一般 ¥112,450 ～ ¥117,000 不問 えりも町 不問 不問

4月16日 01160-349201 給食調理員 一般 ¥116,775 ～ ¥121,500 不問 えりも町 不問 不問

4月16日 01161-359301 一般事務 一般 ¥136,000 ～ ¥136,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01161-407101 介護員 一般 ¥157,700 ～ ¥244,400 18歳以上 新ひだか町 不問 不問

4月16日 01160-510001 自主納付推進員 パート ¥918 ～ ¥918 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月16日 01160-400401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

4月16日 01160-368001 介護職員 パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

4月9日 01160-497001 移住推進員 一般 ¥194,700 ～ ¥194,700 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01160-498301 申請相談員 パート ¥1,130 ～ ¥1,306 不問 浦河町 不問 不問

4月9日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月9日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01160-452701 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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4月9日 01160-458601 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

4月9日 01160-459901 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者

不問

4月9日 01160-463501 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01160-467901 歯科医院の助手及び受付 パート ¥900 ～ ¥940 40歳以下 浦河町 不問 不問

4月9日 01160-368001 介護職員 パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

4月9日 01160-345101 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月9日 01160-252301 販売 一般 ¥134,583 ～ ¥137,844 59歳以下 浦河町 不問 不問

4月9日 01160-228301 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01160-219001 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01160-192101 清掃作業員 一般 ¥234,000 ～ ¥234,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月9日 01160-186701 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01160-131601 水産加工員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 45歳以下 浦河町 8トン限定中型免許 不問

4月9日 01160-136801
郵便物及びゆうパック配達
員 一般 ¥135,800 ～ ¥135,800 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01161-513401 一般事務員 一般 ¥163,000 ～ ¥210,000 59歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01161-429501 調理スタッフ・調理師 一般 ¥216,720 ～ ¥301,860 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

4月9日 01161-420001 一般事務職 一般 ¥139,190 ～ ¥139,190 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01161-416401 新ひだか町商工会職員 一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01161-409701 一般事務 一般 ¥145,000 ～ ¥160,000 不問 日高町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01161-402501 介護職員 一般 ¥153,000 ～ ¥208,600 18歳～64歳 新冠町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01090-2567501 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥170,100 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

4月9日 01160-419701 一般事務員 一般 ¥146,100 ～ ¥182,200 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

4月9日 01160-418401 事務職 一般 ¥137,200 ～ ¥137,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問
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4月9日 01161-407101 介護員 一般 ¥157,700 ～ ¥244,400 18歳以上 新ひだか町 不問 不問

4月9日 01160-495201 学校支援員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 えりも町 不問 不問

4月9日 01160-417101 保育士補助 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01160-419701 一般事務員 一般 ¥146,100 ～ ¥182,200 不問 えりも町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01160-418401 事務職 一般 ¥137,200 ～ ¥137,200 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01160-345101 昆布加工員及び集荷作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月2日 01160-348801 給食調理員 一般 ¥112,450 ～ ¥117,000 不問 えりも町 不問 不問

4月2日 01160-349201 給食調理員 一般 ¥116,775 ～ ¥121,500 不問 えりも町 不問 不問

4月2日 01160-246901 一般職補助 一般 ¥121,800 ～ ¥121,800 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01161-359301 一般事務 一般 ¥136,000 ～ ¥136,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01190-1851401 医療事務 一般 ¥143,500 ～ ¥158,000 不問 浦河町 不問 不問

4月2日 01160-413001 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01020-2478401 水産・漁業資材の製造販売 一般 ¥168,000 ～ ¥200,000 40歳以下 えりも町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月2日 01160-400401 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

4月2日 01160-368001 介護職員 パート ¥870 ～ ¥898 不問 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者、普通自動車運転免許

不問

4月2日 01160-339701 農場作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

4月2日 01160-423601 総合職 一般 ¥140,900 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許(AT限定不可) 不問

4月2日 01160-431301 歯科助手 一般 ¥159,199 ～ ¥184,900 35歳以下 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01160-458601 介護員 一般 ¥157,900 ～ ¥157,900 18歳以上 浦河町 介護福祉士 不問

4月2日 01160-459901 介護員 一般 ¥141,900 ～ ¥144,500 18歳以上 浦河町
ホームヘルパー2級、初任者研修修
了者

不問

4月2日 01160-463501 グループホームの世話人 パート ¥911 ～ ¥961 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01160-252301 販売 一般 ¥134,583 ～ ¥137,844 59歳以下 浦河町 不問 不問
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4月2日 01160-237601 介護スタッフ 一般 ¥185,100 ～ ¥201,100 18歳以上 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01160-228301 清掃業務責任者 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01160-219001 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01160-136801
郵便物及びゆうパック配達
員 一般 ¥135,800 ～ ¥135,800 不問 浦河町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01161-420001 一般事務職 一般 ¥139,190 ～ ¥139,190 不問 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01161-416401 新ひだか町商工会職員 一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01161-412301 調剤業務補助員 一般 ¥145,000 ～ ¥165,000 35歳以下 新ひだか町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01161-409701 一般事務 一般 ¥145,000 ～ ¥160,000 不問 日高町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01161-402501 介護職員 一般 ¥153,000 ～ ¥208,600 18歳～64歳 新冠町 普通自動車運転免許 不問

4月2日 01090-2567501 医療事務員 一般 ¥163,100 ～ ¥170,100 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

4月2日 01161-385901 介護職員 一般 ¥172,500 ～ ¥182,500 不問 新冠町 初任者研修修了者、介護福祉士 不問

4月2日 01161-395701 造園作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 59歳以下 新冠町 普通自動車運転免許 不問
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