
一般

1人 月給 特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 8時50分～17時00分 学歴

(2) 8時50分～12時00分

01070- 1979581

1人 月給 交替制あり 年齢

11時00分～19時00分の 学歴

間の7時間程度

01070- 1985681

1人 月給 特定曜日のみ(2)(3) 年齢

(1) 8時30分～16時00分 学歴

(2)14時30分～20時30分

(3) 8時30分～13時30分 01070- 1988481

1人 月給 年齢

(1) 9時00分～17時00分 学歴

01070- 1989781

2人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

(2) 7時30分～16時30分

01070- 1990081

1人 月給 変形（１ヶ月単位）・特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 9時00分～20時00分 学歴

(2) 9時00分～17時30分

01070- 1992681

1人 日給 変形（１年単位） 年齢

8,600円～15,000円 (1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1993981

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1994581

1人 月給 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1925381

1人 日給 変形（１年単位） 年齢

7,500円～11,000円 (1) 8時00分～17時15分 学歴

01070- 1926681

≪４月１１日号≫４/２～４/５受理分

ハローワーク　小樽　

℡０１３４－３２－８６８９　

              　ここに掲載された以外にも、 たくさんの求人を公開しております。
　　　
　　　　　　　　　　  　　　フルタイム求人　　　　　　 　　　　　　　　パート求人

　　　　　　　　　　　　　　６２６件（うち正社員求人４１５件）　　　　３８１件
　　　　　　　　　　　　　　ハローワーク小樽求人件数（就業地：小樽市内　４月９日現在）

宅配弁当の調理補助及び宅配
業務

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市築港
119,000円～143,100円

必要な免許資格
必要な経験等

求人者名
求人番号

作業療法士（正社員） 59歳以下 作業療法士

北海道小樽
市新光 231,000円～231,000円

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

歯科衛生士業務経験あれば尚可

管理係 59歳以下

北海道小樽
市稲穂 184,000円～204,000円

歯科衛生士専門
学校以上

歯科衛生士 不問 歯科衛生士資格
＊普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば
尚可

小樽市オタ
モイ 160,000円～170,000円

歯科衛生士 不問 歯科衛生士

小樽市花園

専門学校卒以上

200,000円～260,000円

建築・電気関係の業務経験又は高校等
で履修された方

生コンクリート製造・試験作業員 40歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

北海道小樽
市銭函

高卒以上

190,000円～240,000円

業務配車担当 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）
＊運行管理者あれば尚可

北海道小樽
市奥沢

高卒程度

230,000円～350,000円

とび職人 不問 大型自動車免許（１種）・ユニック資格あ
れば尚可

北海道小樽
市奥沢

高卒以上

200,380円～349,500円

建具製作職人 不問 建具製作技能士の１・２級あれば尚可
（優遇）

北海道小樽
市奥沢 172,500円～253,000円

配車業務経験
パソコン操作（ワード・エクセル）

デイサービス介護職員（日勤の
み）

59歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

北海道小樽
市奥沢

高卒以上

143,900円～150,000円

大工及び木工、家具製作経験者

◎ 就業場所に小樽市内を含む求人となります。詳しい求人の内容は、ハローワークで必ず確認の上、応募を希望される方は、 

   窓口で紹介状の交付を受けてください。  

◎ 発行日の朝に有効中の求人を掲載しますが、その後、取消されることもあることをご了承ください。 

◎ ハローワーク小樽のホームページにも掲載されています。 

                https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/otaru.html    

◎ 毎週水曜日（祝祭日は翌日）発行 

 ※ ご自宅への「求人票」（詳細情報）の個別提供はできないこととされています（個人情報保護法）ので詳細については 

     窓口にご来所の上ご確認ください。 
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一般
必要な免許資格
必要な経験等

求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

1人 時給 年齢

820円～820円 (1) 8時45分～17時00分 学歴

(2)10時15分～18時30分

01070- 1928581

1人 月給 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1929481

1人 月給 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴
12ヶ月

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1932081

1人 月給 年齢

(1) 8時45分～17時45分 学歴

01070- 1934681

1人 日給 年齢

8,000円～12,000円 (1) 8時00分～18時00分 学歴

01070- 1936581

1人 日給 年齢

8,000円～10,000円 (1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1938781

1人 月給 変形（１年単位）・特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 9時00分～18時30分 学歴

(2) 9時00分～17時00分

01070- 1939881

2人 月給 交替制あり 年齢

(1) 7時00分～16時00分 学歴

(2) 8時30分～17時30分

(3)11時30分～20時30分 01070- 1944981

1人 月給 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1948881

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 6時00分～14時00分 学歴

(2)11時00分～19時00分

(3)14時00分～22時00分 01070- 1950381

1人 月給 変形（１年単位）・特定曜日のみ(4) 年齢

(1) 7時00分～16時00分 学歴

(2) 8時30分～17時30分

(3)12時00分～21時00分 01070- 1951681

2人 時給 年齢

850円～1,000円 (1) 8時30分～17時30分 学歴

(2)10時00分～19時00分

01070- 1952981

1人 月給 年齢

(1) 8時15分～17時15分 学歴

01070- 1955781

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

(2) 8時30分～17時30分

01070- 1956881

1人 月給 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

(2) 8時00分～16時00分

(3) 8時00分～16時30分 01070- 1957281

1人 時給 年齢

849円～1,067円 (1)10時00分～17時00分 学歴
平成30年5月1日～平成31年3月31日 (2)10時30分～17時30分

契約更新の可能性あり（条件あり） 01070- 1958181

現場監督 不問 土木施工管理技士２級以上
普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

小樽市天神
250,000円～300,000円

看護助手（日勤のみ） 不問

北海道小樽
市真栄

高卒以上

142,134円～142,134円

管理栄養士（正職員） 59歳以下 管理栄養士

北海道小樽
市オタモイ 180,000円～286,500円

営業員（ルート営業） 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

北海道小樽
市花園

高卒以上

182,883円～243,367円

パソコン操作（ワード・エクセル）
＊JwCAD（Windows版）できれば尚可

広報・企画ＰＲ業務 30歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

小樽市銭函
184,000円～230,000円

栄養士経験者（必須）
パソコン（ワード・エクセル）操作可能な
方

住宅設計士・ＣＡＤオペレーター
または見習い

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）
＊建築士２級以上など、設計業務に関す
る資格があれば尚可

小樽市銭函
184,000円～276,000円

経験者

介護職員 不問

北海道小樽
市潮見台 144,000円～150,000円

(4)17時00分～9時30分

自動車整備士または車体整備
士

不問 自動車整備士３級以上
普通自動車免許（ＡＴ限定不可）
＊大型、牽引あれば尚可

小樽市オタ
モイ 180,000円～215,500円

パソコン操作（エクセル・ワード）

介護職員（正社員） 不問 介護初任者研修又はホームヘルパー２
級以上

北海道小樽
市若竹町

高卒以上

160,000円～170,000円
(4)22時00分～9時00分

一般事務 64歳以下

北海道小樽
市港町 150,000円～150,000円

自動車洗車・美装及び運搬員 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市朝里
川温泉又は
塩谷 162,067円～190,667円

商品物流係 18歳～35歳 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）あれば
尚可

北海道小樽
市有幌町

高卒以上

145,500円～148,500円
(4) 8時30分～15時30分

訪問介護のサービス提供責任
者（正社員）

不問 介護福祉士又は実務者研修修了者、又
は初任者研修修了者

小樽市最上
192,000円～235,000円

又は7時30分～17時30分の

介護職員（正社員） 不問 ホームヘルパー２級以上
＊普通自動車免許（ＡＴ限定可）、介護福
祉士あれば尚可

北海道小樽
市富岡 141,000円～158,000円

経験者優遇

一般事務（事務補佐員） 不問

北海道小樽
市緑

高卒以上

106,974円～134,442円

サービス提供責任者としての経験があ
れば尚可

間の8時間

電気工事士 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市最上
143,000円～250,000円

事務処理のためのＰＣ操作ができること
（特にワード、エクセル、電子メール）
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一般
必要な免許資格
必要な経験等

求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

3人 時給 特定曜日のみ(2) 年齢

810円～900円 (1) 9時00分～16時30分 学歴

(2)14時30分～22時00分

(3)14時30分～20時30分 01070- 1960981

3人 月給 交替制あり 年齢

(1) 7時45分～16時15分 学歴

(2) 9時00分～17時30分

(3)11時00分～19時30分 01070- 1961581

1人 月給 年齢

(1) 9時00分～17時30分 学歴

01070- 1962481

1人 時給 年齢

920円～1,000円 (1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1963781

2人 月給 年齢

(1) 9時00分～17時30分 学歴

01070- 1964881

1人 時給 年齢

810円～810円 (1) 9時00分～17時30分 学歴
12ヶ月

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1965281

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 7時00分～16時00分 学歴

(2) 8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分 01070- 1966181

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 9時00分～18時30分 学歴

01070- 1967081

1人 年俸 変形（１年単位） 年齢

1,920,000円～2,760,000円 (1) 8時40分～17時15分 学歴

01070- 1971781

2人 月給 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1972881

3人 時給 年齢

1,000円～1,100円 (1) 7時30分～14時30分 学歴

01070- 1973281

6人 月給 交替制あり 年齢

(1) 7時00分～14時15分 学歴

(2)13時15分～20時00分

01070- 1976381

3人 月給 交替制あり 年齢

(1) 7時00分～14時15分 学歴

(2)13時45分～20時00分

01070- 1977681

10人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 9時00分～16時50分 学歴

01070- 1858581

2人 時給 年齢

950円～950円 (1) 8時45分～18時15分 学歴
～平成30年4月15日

契約更新の可能性あり（条件あり） 01070- 1859481

4人 日給 変形（１ヶ月単位） 年齢

6,950円～6,950円 (1) 9時00分～17時16分 学歴
平成30年6月21日～平成30年9月30日

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1861181

生活支援員 18歳以上 ヘルパー２級以上、介護福祉士あれば
尚可

北海道小樽
市朝里川温
泉

高卒以上

133,000円～194,000円
(4)16時45分～9時15分

調理補助員 不問

北海道小樽
市新光 140,130円～155,700円

社会福祉法人での経理経験者尚可

介護職員 不問 介護福祉士又は初任者研修修了者以上
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市塩谷
159,467円～173,334円

経験者尚可

経理事務兼生活支援員 不問

北海道小樽
市朝里川温
泉

高卒以上

133,000円～149,500円

運転手兼生活支援員 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）
＊介護職員初任者研修修了者尚可

北海道小樽
市朝里川温
泉

高卒以上

131,828円～131,828円

看護師又は准看護師（日勤の
み）

不問 看護師又は准看護師免許

北海道小樽
市朝里川温
泉

専門学校卒以上

210,000円～270,000円

納品管理スタッフ（営業） 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）
＊マニュアル車運転できれば尚可

北海道小樽
市銭函

高卒程度

165,000円～240,000円

サービス提供責任者（正社員） 59歳以下 介護福祉士（実務者研修修了者も要相
談）

小樽市塩谷

高卒以上

172,000円～237,000円

医療事務員 不問

北海道小樽
市入船 160,000円～230,000円

調理業務または食品工場勤務経験者

漬け込み作業員 不問 

北海道小樽
市銭函

高卒程度

120,000円～132,000円

冷凍食品工場作業 59歳以下 普通自動車免許（通勤のため）

北海道小樽
市銭函 180,000円～220,000円

看護師 64歳以下 看護師免許

小樽市春香
町 254,000円～334,000円

保育士 64歳以下 保育士免許

小樽市春香
町 244,000円～284,000円

工業用ミシン経験者歓迎します

接客・販売員 不問

小樽市住吉
町 164,920円～164,920円

縫製工 不問

北海道小樽
市桜 126,700円～155,000円

バス乗務員（準社員） 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）以上
＊普通、中型、大型のいずれかを取得
後３年経過している方

小樽市及び
近郊 163,325円～163,325円
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一般
必要な免許資格
必要な経験等

求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

1人 時給 交替制あり 年齢

810円～810円 8時40分～18時30分の 学歴
6ヶ月 間の8時間程度
契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1864681

1人 時給 交替制あり 年齢

810円～810円 8時15分～18時30分の 学歴
6ヶ月 間の8時間程度
契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1865981

1人 時給 交替制あり 年齢

810円～810円 9時00分～18時30分の 学歴
6ヶ月 間の8時間程度
契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1868781

1人 月給 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1870181

1人 時給 変形（１年単位） 年齢

950円～950円 (1) 8時30分～17時30分 学歴

(2)19時00分～ 4時00分

01070- 1872381

2人 月給 年齢

(1) 8時30分～17時15分 学歴

01070- 1874981

1人 月給 交替制あり 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

(2) 8時15分～17時15分

01070- 1875581

2人 月給 交替制あり 年齢

(1) 9時00分～18時20分 学歴

(2)10時30分～19時50分

01070- 1877781

1人 その他 年齢

15,000円～15,000円 (1)16時00分～ 9時00分 学歴

01070- 1879281

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1882981

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時00分～16時40分 学歴

01070- 1883581

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1884481

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時00分～16時35分 学歴
～平成30年12月15日

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1886881

1人 月給 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1888181

1人 月給 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1889081

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1890981

販売員 不問

小樽市堺町

高卒以上

136,080円～136,080円

広告物作成業務 不問

小樽市堺町

高卒以上

136,080円～136,080円

販売員 不問

小樽市堺町

高卒以上

136,080円～136,080円

パソコン操作（ＪＷＷ）
木造住宅現場管理

ポリエチレン製品仕上作業　（夜
勤あり）

18歳以上 普通自動車免許（通勤のため）

北海道小樽
市銭函

高卒以上

179,576円～190,586円

建築設計現場管理 59歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）及び
建築士２級以上、建築施工管理技士２級
以上のいずれか

各現場

高卒以上

200,000円～300,000円

介護職員（正社員） 59歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市富岡
146,000円～146,000円

通所リハビリテーション　介護福
祉士（日勤のみ）

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）
介護福祉士

北海道小樽
市潮見台 140,000円～140,000円

初任者研修修了又はホームヘルパー２
級
＊普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば
尚可

介護職員（夜勤専門） 不問

小樽市最上
138,000円～153,000円

喫茶調理員（正社員） 35歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚
可

北海道小樽
市稲穂 144,000円～146,000円

工場内製造作業（正社員） 不問

北海道小樽
市奥沢 173,000円～173,000円

介護職員（正社員） 59歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚
可

小樽市末広
町 150,000円～180,000円

成型技術者 不問

北海道小樽
市奥沢 186,500円～206,500円

サービス提供責任者兼介護職
員（正社員）

59歳以下 ホームヘルパー１級以上
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市末広
町 170,000円～170,000円

介護福祉士の場合は実務１年以上

ケアマネージャー（日勤のみ） 59歳以下 介護支援専門員
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市末広
町 230,000円～230,000円

生活相談員兼介護職員 59歳以下 社会福祉主事任用資格または介護福祉
士
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市末広
町 170,000円～170,000円

介護経験あれば尚可

介護職員（日勤のみ） 59歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚
可

小樽市稲穂
150,000円～180,000円
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一般
必要な免許資格
必要な経験等

求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

1人 月給 特定曜日のみ(2)(3) 年齢

(1) 8時00分～16時00分 学歴

(2) 8時00分～17時00分

(3) 8時00分～12時00分 01070- 1892481

2人 月給 年齢

(1) 9時30分～21時30分 学歴

01070- 1893781

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 8時00分～16時00分 学歴

(2) 9時00分～17時00分

(3)11時00分～19時00分 01070- 1898381

2人 時給 変形（１年単位） 年齢

810円～900円 (1) 8時30分～17時00分 学歴

01070- 1904781

2人 時給 変形（１年単位） 年齢

810円～900円 (1) 8時30分～17時00分 学歴

01070- 1905881

2人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1909381

1人 月給 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1910581

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時00分～16時40分 学歴

01070- 1915181

3人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 8時45分～17時15分 学歴

(2)17時00分～ 9時00分

01070- 1917381

1人 月給 年齢

(1) 8時45分～17時15分 学歴

01070- 1918681

2人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 7時30分～16時30分 学歴

(2) 8時30分～17時30分

(3)10時30分～19時30分 01070- 1919981

2人 日給 年齢

9,600円～9,600円 (1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1921881

1人 月給 変形（１年単位）・特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 8時45分～17時30分 学歴

(2) 8時45分～15時00分

01070- 1924081

1人 月給 特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 8時30分～17時00分 学歴

(2) 8時30分～12時00分

01070- 1782081

2人 時給 特定曜日のみ(2) 年齢

810円～810円 (1) 9時00分～17時00分 学歴

(2) 9時00分～15時00分

01070- 1783381

5人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 7時30分～ 1時30分 学歴

(2)12時00分～ 6時30分

01070- 1784681

ごみ収集作業員（正社員） 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

北海道小樽
市天神

高卒程度

136,000円～137,500円

介護職員（正社員）≪急募≫ 不問

北海道小樽
市入船 152,000円～200,000円

(4)17時00分～9時00分

鮨調理人及び見習い 不問

小樽市花園
180,000円～260,000円

ソーイングオペレーター 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚
可

北海道小樽
市花園

高卒以上

139,725円～155,250円

経験者歓迎します

出荷係 不問

北海道小樽
市花園

高卒以上

139,725円～155,250円

配管工または見習い 39歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定不可：Ｈ１９．
６．２以降取得した場合中型自動車免
許）

主に小樽・
札幌市内

高卒以上

195,000円～220,000円

製造工員 59歳以下

北海道小樽
市銭函 141,000円～160,000円

介護職員（正社員） 59歳以下 ホームヘルパー２級以上
＊資格のない方は要相談

北海道小樽
市新光 142,000円～142,000円

出荷作業（正社員） 不問

北海道小樽
市奥沢 173,000円～173,000円

介護職員（グループホーム） 59歳以下 ホームヘルパー２級以上
＊資格のない方は応相談

北海道小樽
市朝里 164,000円～164,000円

(4)16時30分～9時30分

看護師（手術室・中央材料室：日
勤のみ）

不問 看護師

北海道小樽
市新光

高卒以上

254,000円～342,500円

経験者

営業見習い 38歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

北海道小樽
市入船

高卒以上

184,250円～241,250円

１０ｔダンプ運転手 不問 大型自動車免許（一種）

北海道小樽
市幸 221,200円～221,200円

水産ギフト商品パッケージ作業 不問

北海道小樽
市高島 122,310円～122,310円

水産加工作業員（正社員） 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

北海道小樽
市高島 162,000円～214,000円

乗務員 21歳以上 普通自動車第二種免許　（２種免許取得
制度有）

小樽市新光
138,510円～138,510円
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一般
必要な免許資格
必要な経験等

求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 7時30分～16時30分 学歴

(2) 9時00分～18時00分

(3)11時00分～20時00分 01070- 1786581

1人 時給 変形（１ヶ月単位） 年齢

855円～880円 (1) 7時30分～16時30分 学歴
12ヶ月 (2) 9時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） (3)11時00分～20時00分 01070- 1787481

1人 月給 年齢

(1) 9時00分～17時00分 学歴

01070- 1791081

1人 月給 交替制あり 年齢

(1) 7時00分～15時00分 学歴

(2) 9時30分～17時30分

(3)11時15分～19時30分 01070- 1792381

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 9時00分～18時00分 学歴

01070- 1793681

3人 月給 年齢

(1) 9時15分～17時00分 学歴

01070- 1794981

1人 時給 年齢

1,000円～1,000円 (1) 7時30分～16時30分 学歴
～平成31年3月31日 (2) 8時30分～17時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） (3)11時00分～20時00分 01070- 1796481

2人 月給 交替制あり 年齢

(1) 7時30分～16時30分 学歴
～平成31年3月31日 (2) 8時30分～17時30分

契約更新の可能性あり（原則更新） (3) 9時45分～18時45分 01070- 1798881

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 8時00分～ 7時59分 学歴

01070- 1799281

5人 月給 交替制あり 年齢

14時00分～3時00分の 学歴

間の8時間

01070- 1805081

5人 月給 交替制あり 年齢

14時00分～3時00分の 学歴

間の8時間

01070- 1806381

1人 時給 年齢

810円～850円 (1) 9時00分～17時00分 学歴
3ヶ月

契約更新の可能性あり（条件あり） 01070- 1808981

2人 月給 変形（１年単位） 年齢

7時20分～19時00分の 学歴
～平成31年3月31日 間の7時間45分
契約更新の可能性あり（条件あり） 01070- 1812181

1人 月給 変形（１ヶ月単位） 年齢

(1) 9時00分～18時00分 学歴

01070- 1815681

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1817581

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1818481

介護ヘルパー（正社員） 18歳以上 介護福祉士資格あれば尚可

北海道小樽
市新光 161,000円～161,000円

(4)18時00分～9時00分

介護経験１年以上

薬剤師（正社員） 59歳以下 薬剤師免許

小樽市長橋
245,000円～285,000円

介護職経験者

介護ヘルパー（準社員） 18歳以上 介護関係の資格あれば尚可

北海道小樽
市新光 116,760円～119,560円

(4)18時00分～9時00分

訪問介護職員 不問 ホームヘルパー２級以上又は介護職員
初任者研修修了者
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市勝納
町 165,000円～173,000円

調理員（正社員） 59歳以下

小樽市長橋
125,000円～125,000円

(4) 5時15分～13時45分

営業経験者優遇

介護職員（夜勤なし） 不問 ホームヘルパー２級以上あれば尚可

北海道小樽
市赤岩

高卒以上

142,800円～163,200円

パソコンスキルあれば尚可

商工会議所（商工会）共済・福祉
制度推進スタッフ

不問 普通自動車免許所持者優遇（ＡＴ可）

小樽市稲穂

高卒以上

180,000円～240,000円

運行管理業務（正社員） 44歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）
＊普通自動車２種免許あれば尚可（養
成制度あり）

北海道小樽
市若松 160,000円～160,000円

介護職員 不問 ホームヘルパー２級あれば尚可

北海道小樽
市赤岩

高卒以上

170,700円～170,700円
(4)17時00分～10時00分

キッチンスタッフ 18歳～64歳

小樽市稲穂
210,460円～210,460円

ホールスタッフ 18歳～64歳

小樽市稲穂
210,460円～210,460円

保育士 不問 保育士

北海道小樽
市新光 150,800円～150,800円

配達及び倉庫管理（パート） 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

北海道小樽
市桜

高卒以上

120,204円～126,140円

木材加工職（正社員） 40歳以下

小樽市銭函

高卒以上

154,000円～200,000円

介護支援専門員 不問 介護支援専門員
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市奥沢
204,850円～209,850円

木材塗装職（正社員） 40歳以下

小樽市銭函

高卒以上

154,000円～200,000円
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一般
必要な免許資格
必要な経験等

求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

7時45分～18時00分の 学歴
～平成31年3月31日 間の8時間程度
契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1819781

10人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

(2)17時00分～ 2時00分

(3) 8時00分～ 2時00分 01070- 1820081

1人 月給 交替制あり・特定曜日のみ(4)(5) 年齢

(1) 7時40分～16時00分 学歴

(2) 8時40分～17時00分

(3)10時10分～18時30分 01070- 1822681

2人 日給 変形（１ヶ月単位） 年齢

8,000円～12,000円 (1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1824581

2人 月給 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1825481

2人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

(2) 9時00分～17時30分

01070- 1826781

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

(2) 9時00分～17時30分

01070- 1829181

1人 月給 変形（１年単位）・特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

(2) 8時00分～12時00分

01070- 1831981

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 9時00分～17時00分 学歴

01070- 1833481

2人 時給 変形（１ヶ月単位） 年齢

900円～950円 (1) 9時00分～17時20分 学歴
～平成31年3月31日

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1834781

2人 時給 年齢

900円～1,000円 (1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1835881

1人 月給 交替制あり 年齢

10時30分～22時00分の 学歴

間の8時間程度

01070- 1840581

1人 時給 変形（１ヶ月単位） 年齢

900円～900円 (1) 7時00分～14時45分 学歴
6ヶ月 (2)12時30分～20時15分

契約更新の可能性あり（原則更新） (3)14時15分～22時00分 01070- 1841481

1人 時給 変形（１ヶ月単位） 年齢

830円～830円 (1)13時45分～21時30分 学歴
6ヶ月

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1842781

2人 時給 年齢

830円～850円 (1) 8時30分～17時15分 学歴

01070- 1845181

1人 時給 交替制あり 年齢

870円～870円 (1) 7時30分～17時00分 学歴

(2)10時00分～19時00分

01070- 1847381

保育士 不問 保育士

北海道小樽
市入船 188,954円～188,954円

生活支援員 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

北海道小樽
市天神

高卒以上

146,000円～185,000円
(4) 7時40分～13時50分

タクシー乗務員 不問 普通自動車免許（２種）

北海道小樽
市長橋 141,000円～200,000円

短大卒または専
門学校卒

一般貨物運送員（正社員） 59歳以下 大型自動車免許（１種）

小樽市高島
185,000円～240,000円

高卒の場合：福祉施設での勤務経験
大卒の場合：福祉系学部卒であれば尚
可(5) 8時40分～14時50分

送電線基礎工事及び送電線組
立・架線工事（正社員）

44歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

北海道小樽
市蘭島

高卒以上

187,200円～280,800円

商品管理（正社員） 40歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

小樽市オタ
モイ

高卒以上

166,000円～233,000円

営業業務（正社員） 40歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

北海道小樽
市色内

高卒以上

166,000円～233,000円

運転経験１年以上

トレーラー運転手（正社員） 不問 大型免許、牽引免許

北海道小樽
市港町 250,000円～350,000円

トレーラー運転手（正社員） 61歳以下 大型自動車免許（一種）
けん引免許

北海道小樽
市築港 176,000円～291,000円

警備員（正社員） 18歳以上

小樽、札
幌、余市、
岩内等その
近郊

156,960円～174,400円

経験あれば尚可

中古自動車内外装クリーンスタ
ツフ

不問 普通自動車運転免許（ＡＴ可）
（ペーパードライバー不可）

北海道小樽
市銭函 141,300円～149,150円

フロント等業務スタッフ 不問 普通自動車免許（通勤のため）

小樽市朝里
川温泉 150,570円～150,570円

レストランホールスタッフ(正社
員)

不問

北海道小樽
市稲穂 182,000円～346,200円

間の7時間

選別検査工員（フルパート） 不問

北海道小樽
市銭函 132,800円～136,000円

調理補助及び洗い場スタッフ 不問 普通自動車免許（通勤のため）

小樽市朝里
川温泉 138,859円～138,859円

又は6時00分～19時00分の

調理員 不問

北海道小樽
市新光 148,593円～148,593円
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一般
必要な免許資格
必要な経験等

求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

3人 時給 年齢

1,000円～1,000円 (1) 7時30分～16時00分 学歴

(2)10時00分～18時30分

01070- 1848681

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 6時00分～15時00分 学歴

(2)13時00分～20時00分

01070- 1849981

2人 月給 交替制あり 年齢

(1) 9時00分～17時15分 学歴

(2) 7時00分～15時15分

(3)11時00分～19時15分 01070- 1850781

2人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1851881

1人 月給 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1852281

1人 月給 変形（１ヶ月単位）・特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 8時45分～17時15分 学歴

(2) 8時45分～12時45分

01070- 1853181

1人 月給 変形（１ヶ月単位）・特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 8時45分～17時15分 学歴

(2) 8時45分～12時45分

01070- 1854081

1人 月給 変形（１年単位） 年齢

(1) 8時00分～17時00分 学歴

01070- 1855381

1人 月給 特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 9時00分～17時30分 学歴

(2) 9時00分～15時00分

01070- 1856681

看護助手（日勤のみ） 不問

北海道小樽
市新光 157,325円～157,325円

大型トラック運転経験３年以上

看護師または准看護師 不問 看護師または准看護師免許

北海道小樽
市新光 234,000円～329,000円

(4)17時00分～7時15分

大型トラック運転手 不問 大型自動車免許（１種）

北海道小樽
市有幌町 149,000円～150,000円

自動車整備士 不問 自動車整備士資格３級以上

小樽市稲穂
175,000円～210,000円

(5)19時00分～9時15分

製造作業員（正社員） 44歳以下

北海道小樽
市オタモイ 152,540円～152,540円

実務経験

薬剤師 不問 薬剤師免許

北海道小樽
市稲穂 243,000円～358,500円

作業療法士（正社員） 不問 作業療法士

北海道小樽
市稲穂 232,000円～318,900円

ルート営業（正社員） 44歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

北海道小樽
市見晴町

高卒以上

183,000円～223,000円

浄化槽等清掃業務員（正社員） 59歳以下 大型自動車免許（１種）

北海道小樽
市長橋

高卒程度

150,000円～215,000円
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パート

1人 時給 年齢

(1) 7時00分～ 9時00分 学歴
～平成31年3月31日 (2)16時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1981281

2人 時給 年齢

(1)10時00分～15時00分 学歴
3ヶ月

契約更新の可能性あり（条件あり） 01070- 1983081

1人 時給 年齢

(1)14時00分～18時00分 学歴

01070- 1984381

1人 時給 交替制あり 年齢

11時00分～17時00分の 学歴

間の4～6時間

01070- 1986981

2人 時給 交替制あり 年齢

(1)11時00分～17時00分 学歴

(2)13時00分～19時00分

01070- 1987581

1人 時給 年齢

9時00分～20時00分の 学歴

間の4～8時間

01070- 1991381

2人 時給 交替制あり 年齢

(1) 8時30分～12時30分 学歴

(2)12時30分～17時30分

01070- 1927981

1人 時給 年齢

(1)10時00分～15時00分 学歴

(2)16時00分～21時00分

01070- 1930281

3人 時給 年齢

(1)10時00分～15時00分 学歴

(2)11時00分～16時00分

01070- 1931181

2人 時給 交替制あり 年齢

7時30分～19時00分の 学歴
～平成31年3月31日 間の3時間程度
契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1935981

1人 時給 年齢

(1)11時00分～15時00分 学歴

01070- 1937481

4人 時給 年齢

8時50分～17時00分の 学歴
12ヶ月 間の3時間以上
契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1940181

1人 時給 年齢

(1) 8時50分～12時00分 学歴
12ヶ月

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1941081

1人 時給 年齢

(1) 8時30分～10時00分 学歴
～平成31年3月31日 (2)15時00分～17時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1942381

1人 時給 年齢

(1) 8時00分～14時00分 学歴

01070- 1943681

5人 時給 年齢

9時00分～18時00分の 学歴

4時間以上

01070- 1946481

イベントスタッフ（企画、接客
サービス）

不問

小樽市長橋

850円～900円

求人者名
求人番号

送迎運転手 不問 大型一種免許

小樽市手宮
1,000円～1,000円

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

必要な免許資格
必要な経験等

1,000円～1,000円

歯科助手（午後） 不問

北海道小樽
市色内

宅配弁当の調理補助 不問

小樽市築港
850円～900円

ホールスタッフ 不問

北海道小樽
市築港 850円～900円

又は11時00分～19時00分

の間の6時間程度

歯科衛生士 不問 歯科衛生士

小樽市花園

専門学校卒以上

1,000円～1,500円

デイサービス介護職員（日勤の
み）

不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

北海道小樽
市奥沢 850円～850円

洗い場係 不問

北海道小樽
市色内 850円～850円

ホールスタッフ（昼） 不問

北海道小樽
市堺町 850円～950円

調理補助（高齢者施設） 不問

北海道小樽
市赤岩 810円～850円

ホール係り 不問

北海道小樽
市松ケ枝 820円～820円

介護補助者（メッセンジャー他） 不問

北海道小樽
市新光

高卒以上

845円～845円

介護職員（パート） 不問

北海道小樽
市新光

高卒以上

845円～845円

送迎運転手 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市稲穂
850円～850円

調理補助員 不問

北海道小樽
市築港 850円～900円

駐車場警備員 18歳以上

小樽市内及
び余市町内 900円～900円
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パート
求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

必要な免許資格
必要な経験等

1人 時給 年齢

8時30分～17時15分の 学歴
平成30年4月19日～平成30年5月31日 間の4.5時間
契約更新の可能性なし 01070- 1949281

1人 時給 年齢

(1)10時00分～18時00分 学歴

01070- 1953581

1人 時給 年齢

(1) 8時15分～17時15分 学歴

(2) 9時00分～15時00分

(3) 8時45分～12時15分 01070- 1954481

1人 時給 特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 9時30分～14時00分 学歴
12ヶ月 (2) 9時30分～16時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1959081

2人 時給 年齢

(1) 9時00分～17時00分 学歴

又は9時00分～17時00分の

間の5時間程度 01070- 1969681

1人 時給 年齢

(1) 7時00分～10時00分 学歴

(2)13時00分～15時30分

(3)18時30分～20時00分 01070- 1970481

2人 時給 年齢

8時00分～17時30分の 学歴
～平成31年3月31日 間の4時間程度
契約更新の可能性あり（条件あり） 01070- 1974181

2人 時給 年齢

(1)13時00分～17時00分 学歴

又は8時30分～17時30分の

間の5時間以上 01070- 1975081

1人 時給 年齢

(1) 7時00分～12時00分 学歴

(2) 7時30分～12時00分

01070- 1978981

1人 時給 交替制あり 年齢

(1) 8時00分～16時00分 学歴

(2)10時00分～18時00分

(3) 8時00分～11時00分 01070- 1857981

6人 時給 年齢

(1) 7時30分～12時00分 学歴

01070- 1860281

1人 時給 年齢

(1)10時00分～14時00分 学歴

01070- 1862081

1人 時給 年齢

(1)10時00分～14時00分 学歴

01070- 1863381

1人 時給 交替制あり 年齢

8時40分～18時30分の 学歴
6ヶ月 間の7時間程度
契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1866581

1人 時給 年齢

(1)14時00分～18時45分 学歴
6ヶ月

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1867481

1人 時給 交替制あり 年齢

(1) 9時30分～16時00分 学歴
6ヶ月

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1869881

事務補助員 不問

北海道小樽
市色内 876円～963円

パソコン入力程度できる方

販売スタッフ 不問

北海道小樽
市稲穂

高卒程度

810円～830円

介護職員 不問 ホームヘルパー２級以上
＊普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば
尚可

北海道小樽
市富岡 810円～900円

薬剤師 不問 薬剤師免許

小樽市稲穂
1,800円～2,000円

事務関係スタッフ（パート） 不問

小樽市祝津

高卒以上

900円～1,000円
パソコン（ワード、エクセル）操作（入力程
度）できる方

介護タクシー運転手 不問 普通自動車免許（二種）または大型自動
車免許（二種）
＊ヘルパー２級以上あれば尚可

小樽市勝納
町 820円～850円 接客業や介護関係の経験者尚可

保育士≪急募≫ 不問 保育士又は准看護師免許

北海道小樽
市若竹町 1,000円～1,000円

冷凍食品工場作業 不問 普通自動車免許（通勤のため）

北海道小樽
市銭函 900円～920円

レストラン洗い場係 不問

北海道小樽
市色内 810円～810円

駐車場管理員 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

小樽市稲穂
850円～900円

又は8時00分～18時00分の

間の4時間

清掃員（午前） 不問

小樽市若松
810円～810円

客室清掃及びベッドメイク 不問

小樽市稲穂
830円～830円

清掃員 不問

小樽市稲穂
810円～810円

販売員 不問

小樽市堺町

高卒以上

810円～810円

灯油ランプの整備管理 不問

小樽市堺町

高卒以上

810円～810円

厨房・調理補助（パート） 不問

小樽市堺町

高卒以上

810円～810円
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パート
求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

必要な免許資格
必要な経験等

1人 時給 年齢

13時30分～16時00分の 学歴

間の2時間程度

01070- 1876481

1人 時給 年齢

(1) 8時30分～17時30分 学歴

01070- 1878881

1人 日給 交替制あり 年齢

7,228円～7,982円  8時30分～17時15分の 学歴
平成30年5月1日～平成31年3月31日 間の6.5時間
契約更新の可能性あり（条件あり） 01070- 1880381

1人 時給 年齢

 8時30分～17時30分の 学歴

間の6時間程度

01070- 1881681

1人 時給 年齢

(1) 9時00分～17時15分 学歴
3ヶ月

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1885781

1人 時給 年齢

(1)11時00分～14時30分 学歴
3ヶ月

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1887281

3人 時給 年齢

(1) 9時00分～15時30分 学歴

(2)12時30分～16時30分

01070- 1891581

4人 時給 年齢

(1)10時00分～15時00分 学歴

(2)17時00分～21時30分

01070- 1894881

2人 時給 交替制あり 年齢

16時00分～22時00分の 学歴

間の5時間程度

01070- 1895281

1人 時給 交替制あり 年齢

(1) 8時00分～16時00分 学歴

(2) 9時00分～17時00分

(3)11時00分～19時00分 01070- 1899681

1人 時給 年齢

(1)17時00分～ 9時00分 学歴

01070- 1900681

1人 時給 年齢

(1)17時00分～ 9時00分 学歴

01070- 1901981

1人 時給 年齢

(1)17時00分～ 9時00分 学歴

01070- 1902581

1人 時給 年齢

(1)17時00分～ 9時00分 学歴

01070- 1903481

1人 時給 年齢

(1) 8時30分～15時00分 学歴
12ヶ月

01070- 1906281

1人 時給 年齢

(1)11時00分～18時00分 学歴

01070- 1907181

個別機能訓練指導員 不問 看護師または准看護師

北海道小樽
市富岡 950円～1,200円

介護職員（日勤のみ／パート） 不問 初任者研修修了、普通自動車免許あれ
ば尚可

小樽市最上
880円～880円

一般相談員 不問

北海道小樽
市色内 1,112円～1,228円

労働市場に関する問題について深い関
心と理解を有する方
職業相談、雇用保険業務についての知
識を有する方
パソコン操作（ワード・エクセル）できる方

介護職員（日勤のみ） 不問

北海道小樽
市銭函 900円～900円

訪問介護員 不問 ホームヘルパー２級以上　
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市末広
町 820円～1,300円

清掃員（パート） 不問

北海道小樽
市銭函 850円～850円

製袋加工検品作業員 不問

北海道小樽
市奥沢 810円～900円

飲食店接客係 不問

小樽市花園
810円～810円

販売員 不問

小樽市稲穂
810円～810円

パソコン操作（データ入力程度）できれば
尚可

介護職員（パート）≪急募≫ 不問

北海道小樽
市入船 874円～902円

介護職員（夜勤専従パート） 18歳以上

北海道小樽
市入船 874円～902円

介護職員（夜勤専従パート） 18歳以上

北海道小樽
市長橋 874円～902円

介護職員（夜勤専従パート） 18歳以上

北海道小樽
市奥沢 874円～902円

介護職員（夜勤専従パート） 18歳以上

北海道小樽
市最上 874円～902円

介護職員 不問

小樽市稲穂
820円～900円

介護経験あれば尚可

配食サービス、安否確認者 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可）

小樽市末広
町 820円～820円
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パート
求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

必要な免許資格
必要な経験等

1人 時給 年齢

(1)16時30分～ 9時30分 学歴
12ヶ月

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1908081

2人 時給 年齢

(1) 9時00分～15時00分 学歴

01070- 1911481

1人 時給 年齢

8時30分～19時30分の 学歴

間の6時間程度

01070- 1912781

1人 時給 年齢

(1)16時00分～21時00分 学歴

01070- 1913881

1人 時給 年齢

(1)17時00分～22時00分 学歴

01070- 1914281

1人 時給 年齢

9時00分～16時00分の 学歴

間の4～5時間

01070- 1916081

3人 時給 年齢

9時00分～18時00分の 学歴
12ヶ月 間の5～8時間
契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1922281

1人 その他 年齢

18,255円～18,255円 (1)17時00分～ 9時00分 学歴

01070- 1923181

5人 時給 年齢

7時30分～17時45分の 学歴

間の7時間45分

01070- 1785981

1人 時給 交替制あり 年齢

(1) 7時30分～16時30分 学歴
12ヶ月 (2) 9時00分～18時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） (3)11時00分～20時00分 01070- 1788781

1人 その他 年齢

15,000円～15,000円 (1)18時00分～ 9時00分 学歴

01070- 1789881

1人 その他 年齢

12,500円～12,500円 (1)18時00分～ 9時00分 学歴

01070- 1790181

1人 時給 交替制あり 年齢

(1) 5時30分～ 8時30分 学歴
～平成31年3月31日 (2)16時00分～19時00分

契約更新の可能性なし 01070- 1807681

1人 月給 交替制あり 年齢

97,200円～97,200円 (1) 6時30分～14時30分 学歴

(2) 8時50分～16時50分

(3)11時50分～20時10分 01070- 1809581

2人 時給 年齢

(1)18時00分～23時00分 学歴

01070- 1810881

20人 時給 年齢

(1) 9時30分～13時30分 学歴

01070- 1811281

介護員（夜間専従） 18歳以上

小樽市末広
町 820円～900円

袋等の清掃・点検作業員 不問

小樽市港町
850円～850円

工業用ミシン経験者尚可

歯科衛生士（パート） 不問 歯科衛生士

小樽市稲穂
1,050円～1,050円

温泉施設の調理補助・受付業務 不問

小樽市築港
810円～810円

温泉施設受付・清掃業務 不問

小樽市築港
810円～810円

温泉施設受付・清掃業務（昼） 不問

小樽市築港
810円～810円

水産品製造員（パート） 不問

北海道小樽
市銭函 900円～900円

介護職員（夜勤専属） 18歳以上

小樽市清水
町 1,217円～1,217円

乗務員 21歳以上 普通自動車第二種免許

小樽市新光
810円～810円

介護ヘルパー 18歳以上 介護関係の資格あれば尚可

北海道小樽
市新光 810円～845円

(4）18時00分～9時00分 介護経験６ヶ月以上

介護ヘルパー（夜勤専属） 18歳以上 介護関係の資格あれば尚可

北海道小樽
市新光 1,032円～1,032円

介護経験６ヶ月以上

介護ヘルパー（夜勤専属：月４
～６回）

18歳以上 介護関係の資格あれば尚可（手当支給）

北海道小樽
市新光 861円～861円

介護経験６ヶ月以上

スクールバス運転手 不問 大型自動車免許（１種）

北海道小樽
市住ノ江 950円～950円

大型自動車運転経験者

駐車場管理員 60歳以上 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

小樽市稲穂

高卒程度

810円～810円

清掃員（共用部） 18歳以上

小樽市色内
830円～830円

清掃員（客室） 不問

小樽市色内
830円～830円
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パート
求人者名
求人番号

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

必要な免許資格
必要な経験等

2人 時給 年齢

(1) 5時30分～ 9時30分 学歴

(2) 5時30分～ 7時30分

01070- 1813081

5人 時給 交替制あり 年齢

7時15分～19時30分の 学歴
～平成31年3月31日 間の3～5時間
契約更新の可能性あり（条件あり） 01070- 1816981

1人 時給 年齢

(1) 7時30分～10時30分 学歴

01070- 1821381

1人 時給 年齢

(1) 9時00分～15時45分 学歴
6ヶ月

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1823981

1人 時給 年齢

(1) 7時00分～11時00分 学歴
～平成31年3月31日 (2)16時00分～19時00分

契約更新の可能性あり（原則更新） 01070- 1832581

1人 日給 年齢

6,480円～6,480円 (1) 9時00分～17時30分 学歴

(2) 9時30分～17時30分

01070- 1839381

1人 時給 特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 9時00分～19時00分 学歴

(2) 9時00分～13時00分

01070- 1843881

1人 時給 特定曜日のみ(2) 年齢

(1) 9時00分～19時00分 学歴

(2) 9時00分～13時00分

01070- 1844281

2人 時給 年齢

(1) 9時00分～14時00分 学歴

01070- 1846081

季節

10人 日給 年齢

7,200円～8,000円 (1) 8時00分～17時00分 学歴
～平成30年12月31日

契約更新の可能性なし 01070-   28080

年齢・学歴（未記入
は不問）・特記事項

必要な免許資格
必要な経験等

求人者名
求人番号

交通誘導警備員 18歳以上 普通自動車免許（通勤の為）あれば尚可

小樽・札幌・
余市・岩内
方面 165,600円～184,000円

経験者優遇

職種
雇用期間

採用人数
就業場所

賃金形態・単価
月額見込額 就業時間

朝食係 64歳以下 普通自動車免許（ＡＴ限定可）通勤のた
め

北海道小樽
市新光 950円～950円

看護助手（短時間） 不問

北海道小樽
市若松 1,110円～1,110円

清掃員 不問

小樽市堺町
810円～810円

組立・検品・箱詰作業 不問

小樽市色内
810円～810円

グループホーム世話人 不問

小樽市桜
820円～820円

知的障がい者との関わり経験あれば尚
可

810円～820円

警備員 不問

小樽市色内
864円～926円

歯科助手経験（経験１年以上）

歯科衛生士（パート） 不問 歯科衛生士資格

北海道小樽
市銭函

専門学校卒

1,200円～1,600円
歯科衛生士経験ある方尚可

選別検査工員（パート） 不問

歯科助手（パート） 不問

北海道小樽
市銭函

高卒以上

810円～1,200円

北海道小樽
市銭函
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