
職種／採用人数 年齢 賃金 就業時間 事業所名／求人番号 所在地／就業場所 必要な免許・資格等

11月18日受理    ℡ 0123-26-2331
   １人／常雇 01250- 5068601     恵庭市

11月18日受理    ℡ 011-211-1522
   ２人／常雇 01010-38163201     千歳市、苫小牧市、室蘭市

11月18日受理    ℡ 011-211-1522
   ２人／常雇 01010-38162801     千歳市、苫小牧市、室蘭市

11月17日受理    ℡ 0123-32-3261
   １人／期間の定めあり 01250- 5063801     事業所所在地に同じ

11月17日受理    ℡ 011-252-2626
   １人／期間の定めあり 01010-37960001     千歳市

11月16日受理    ℡ 0123-23-2101
   １人／期間の定めあり 01250- 5058001     事業所所在地に同じ

11月13日受理    ℡ 078-200-3462
   ３人／期間の定めあり 28020-21136901     恵庭市

11月13日受理    ℡ 011-223-4422
   １人／常雇 01250- 5051901     事業所所在地に同じ

11月13日受理    ℡ 011-223-4422
   １人／常雇 01250- 5050601     事業所所在地に同じ

11月13日受理    ℡ 011-281-2120
   １人／常雇 01010-37748701     恵庭市

11月13日受理    ℡ 011-281-2120
   １人／常雇 01010-37744601     恵庭市

11月13日受理    ℡ 011-281-2120
   １人／常雇 01010-37719301     千歳市

11月13日受理    ℡ 011-281-2120
   １人／常雇 01010-37715801     千歳市

11月12日受理    ℡ 0438-40-4861
   ２人／常雇 12050- 9286601     千歳市

発行日　令和02年11月20日(金)　 

ハローワーク千歳　千歳市東雲町4丁目2－6    TEL 0123-24-2177

千歳市・恵庭市

清掃員
59歳
以下

900 円
～

 900 円
8:30 ～ 10:30

医療法人社団　廣仁会 千歳市錦町1丁目11番地1 資格/不問
経験/不問

電気設備施工管理(千歳･
苫小牧･室蘭) 59歳

以下

333,850 円
～

 570,410 円
8:00 ～ 17:00

株式会社　メイジン　札
幌支店

札幌市中央区北4条西5丁
目1-4 
   大樹生命札幌共同ﾋﾞﾙ

資格/普通自動車運転免
許必須,※求人票参照
経験/施工管理5年以上

資格/普通自動車運転免
許必須,※求人票参照
経験/施工管理5年以
上､､

(嘱)土木技術者

不問
292,000 円
～

 438,000 円
8:30 ～ 17:30

恵庭建設　株式会社 恵庭市泉町26番地 資格/普通自動車運転免許必須,1級
土木施工管理技士必須※求人票参
照
経験/元請として公共工事に従事した
経験

建築施工管理(千歳･苫小
牧･室蘭) 59歳

以下

333,850 円
～

 570,410 円
8:00 ～ 17:00

株式会社　メイジン　札
幌支店

札幌市中央区北4条西5丁
目1-4 
   大樹生命札幌共同ﾋﾞﾙ

資格/不問
経験/不問

事務職(地域医療連携)

不問
900 円
～

 900 円
8:45 ～ 17:00

社会医療法人社団三
草会　千歳桂病院

千歳市蘭越97番地の2 資格/普通自動車運転免
許必須,※求人票参照
経験/不問

(契)ｹｱｽﾀｯﾌ(資格不
問)(千歳市)

不問
151,872 円
～

 151,872 円

7:30 ～ 16:30
11:00 ～ 20:00

株式会社　ニチイ学館
札幌支店

札幌市中央区北5条西2丁
目5番地 
   JRﾀﾜｰｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞさっぽ

資格/不問
経験/不問

医療事務員

不問
900 円
～

 1,000 円

7:45 ～ 12:15
16:45 ～ 19:15

しののめクリニック 千歳市東雲町2丁目14番2 資格/不問
経験/不問

接客･調理(丸亀製麺 恵
庭店)*急募*

不問
870 円
～

 900 円

9:00～23:00の
間の2時間以上

株式会社　丸亀製麺 兵庫県神戸市中央区小野
柄通7-1-1  
日本生命三宮駅前ﾋﾞﾙ11F

資格/普通自動車運転免
許あれば尚可,看護師必
須※求人票参照
経験/不問

訪問看護師(恵庭市)(週
20時間未満) 64歳

以下

1,450 円
～

 1,450 円

8:45～17:30の
間の3時間以上

一般社団法人　北海道
総合在宅ケア事業団

札幌市中央区北1条西9丁
目3-27 第3古久根ﾋﾞﾙ4F

資格/普通自動車運転免許必須,看護
師必須※求人票参照
経験/看護師または保健師の経験3年
以上(未経験者も応募可)

看護師･准看護師
59歳
以下

240,000 円
～

 300,000 円

7:45 ～ 16:45
7:45 ～ 12:15
8:45 ～ 12:15

しののめクリニック 千歳市東雲町2丁目14番2

資格/普通自動車運転免許必須,保健
師必須※求人票参照
経験/看護師または保健師の経験3年
以上(未経験者も応募可)

訪問看護師(千歳市)(週
20時間未満) 64歳

以下

1,450 円
～

 1,450 円

8:45～17:30の
間の3時間以上

一般社団法人　北海道
総合在宅ケア事業団

札幌市中央区北1条西9丁
目3-27 第3古久根ﾋﾞﾙ4F

資格/普通自動車運転免許必須,看護
師必須※求人票参照
経験/看護師または保健師の経験3年
以上(未経験者も応募可)

訪問看護師(恵庭市)(週
30時間) 64歳

以下

1,450 円
～

 1,450 円

8:45～17:30の
間の6時間程度

一般社団法人　北海道
総合在宅ケア事業団

札幌市中央区北1条西9丁
目3-27 第3古久根ﾋﾞﾙ4F

資格/普通自動車運転免許必須,看護
師必須※求人票参照
経験/看護師または保健師の経験3年
以上(未経験者も応募可)

送迎運転士
20歳
以上

1,000 円
～

 1,000 円

5:30 ～ 8:30
16:30～19:30の
間の2時間以上

株式会社スターロード
システム　千葉支店

千葉県木更津市太田四丁
目20番8号 
HATANOPIA-1 3階西

資格/普通自動車運転免
許必須,※求人票参照
経験/ﾊﾞｽの送迎経験

訪問看護師(千歳市)(週
30時間) 64歳

以下

1,450 円
～

 1,450 円

8:45～17:30の
間の6時間程度

一般社団法人　北海道
総合在宅ケア事業団

札幌市中央区北1条西9丁
目3-27 第3古久根ﾋﾞﾙ4F

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方は、ハローワークの紹介窓口までお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する「紹介状」が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っているため、すでに「採用済」となっていることもありますのでご了承ください。

ハローワーク求人情報（千歳市・恵庭市）
週刊

 （千歳・恵庭）　P 1



職種／採用人数 年齢 賃金 就業時間 事業所名／求人番号 所在地／就業場所 必要な免許・資格等

千歳市・恵庭市

11月12日受理    ℡ 0123-23-5571
   １人／期間の定めあり 01250- 5047801     事業所所在地に同じ

11月12日受理    ℡ 0123-28-5000
   １人／常雇 01250- 5046701     事業所所在地に同じ

資格/不問
経験/不問

倉庫作業員
64歳
以下

200,000 円
～

 250,000 円
9:00 ～ 18:00

株式会社　トランシス 千歳市泉沢1007-184 資格/ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能
者必須※求人票参照
経験/不問

(契)梱包検品作業

不問
153,000 円
～

 153,000 円
8:30 ～ 17:30

株式会社　積水化成品
北海道

千歳市北信濃779-3
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