
 ■会場 グランドパーク小樽5階

会社名 業種 職種 求人数 年齢 就業場所
雇用形態

＊パートなどは
週２０時間以上の勤務

必要な免許資格 備考、一言

コース管理、キャディ ２人
2023年3月卒業予定
または既卒3年以内

正社員 -

コース管理、キャディ
ポーター、フロント

５人 ６９歳以下 パートなど -

2 有限会社弘栄電気 建設業 電気工事 １人 ４０歳以下 春香町３３９番地 正社員
普通自動車運転免許

（オートマ限定不可）
北海道新幹線等の
電車線工事です

3 北海道技建株式会社 建設業 建設作業員 ２人 ６４歳以下 銭函３丁目５１９番地１２ 正社員 普通自動車運転免許
道路に白線を引く

お仕事です！

4 道央エンジニアリング株式会社 電気・ガス
熱供給・水道業

技能職 ３人 ５９歳以下 色内３丁目１２-１３ 正社員 普通自動車運転免許 -

クリーニングスタッフ １人 ６４歳以下 パートなど - 正社員登用可能性あり

一般事務 ２人 ６４歳以下 パートなど - 正社員登用可能性あり

ルート営業 ２人 ３９歳以下 正社員 普通自動車運転免許 提案商材無限大

保育士 １人 不問 パートなど 保育士免許or子育て支援員 急募！

現業職員 １人 ５９歳以下 若松２丁目８-１５ 正社員 普通自動車運転免許 -

清掃員 ３人 不問
状況により変動

（ただし、市内限定）
正社員 - -

介護職員 ３人 不問 正社員 -
介護に関心のある方は是非

お話しを聞きに来て下さい。

入浴パート ３人 不問 パートなど - 勤務時間は相談可能です。

介護職員 ２人 不問 正社員 - -

介護職員 ２人 不問 パートなど - -

9
明治安田生命保険相互会社
小樽中央営業所

金融業、保険業
МYリンクコーデイネーター

（営業職員）
３人 不問 稲穂３丁目１９-９ 正社員 - -

介護職員 １人 不問 パートなど 介護職員初任者研修以上 週１日からお仕事可能！

介護支援専門員 １人 不問 正社員 介護支援専門員 主任ケアマネ保有の方歓迎！

11
学校法人小樽龍谷学園
小樽幼稚園

教育、学習支援業 幼稚園教諭 ２人 ５９歳以下 若松１丁目４-１７ 正社員 幼稚園教諭免許・保育士免許　必須

当園は、「いのちの大切さ・自然への感謝・やさし
い心」を育み、心身の健全な発達を図る

幼児教育を行っています。
経験者大歓迎！あなたの経験が当社の即戦力になり

ます！ブランクがある方もＯＫです！

生活支援員 ２人 ４０歳以下 正社員 介護福祉士等 女性の方大歓迎！

看護師 １人 ４０歳以下 正社員 看護師資格 -

事務 １人 ４０歳以下 正社員 - -

製造（日勤） １人 ４０歳以下 正社員 - -

製造（夜勤あり） １人 ４０歳以下 正社員 - -

調理員,調理補助員 ３人 ５９歳以下 正社員 調理師　栄養士 -

調理補助 ８人 ６４歳以下 パートなど - -

クリーニング工場作業員 ３人 不問 パートなど

事務員 １人 ５９歳以下 正社員

日本中のゴルファーが憧れるゴルフ場「小樽カント
リー倶楽部」自然息づく環境の中で働くことで、ビ
ル街とは違う、新しい働き方の価値観がここにはあ
ります。「限りなき前進」を合言葉に、一緒に成長

していただける方を求めています。

潮見台１丁目５-３

2023.1.19　更新

サービス業
（他に分類されないもの）

合同企業説明会　 2023年2月2日（木） １４：００～１６：３０

新光５丁目１３-３

医療、福祉

銭函3丁目503番地１０

真栄１丁目８-１

銭函３丁目７３

桜１丁目２７-５３

桜４丁目３-１

奥沢１丁目２５-１１

13

医療、福祉

製造業

10 株式会社ニチイ学館札幌支店 医療、福祉

北一化学株式会社

（福）後志報恩会　和光学園12

7
医療法人社団青優会
南小樽病院

医療、福祉

8 株式会社尚進

1

6 協和総合管理株式会社
サービス業

（他に分類されないもの）

株式会社小樽ゴルフ場

不動産業、物品賃貸業
ワタキューセイモア㈱
北海道支店

5

14 株式会社東洋食品 宿泊業、飲食サービス業

社会福祉法人北海道宏栄社 医療、福祉 天神２丁目８-２15更新



16 北海道中央バス株式会社 運輸業、郵便業 整備員 ５人 ５９歳以下 色内１丁目８-６ 正社員 - -

17 一正蒲鉾株式会社　北海道工場 製造業 製造業（型成部門・包装部門） ３人 ６４歳以下 銭函３丁目２６３-１０ パートなど - -

介護職員　 ７人 不問 正社員 -

計画作成担当者兼介護職員　 １人 不問 正社員 介護支援専門員

生活相談員兼介護職員　 ２人 不問 正社員
社会福祉主事任用資格以上

又は介護福祉士

機能訓練指導員 １人 不問 正社員
柔道整復師、作業療法士
理学療法士いずれか

ホテルスタッフ ５人 不問 正社員又はパートなど -

調理スタッフ ２人 不問 正社員又はパートなど -

ナイトフロント（夜勤） １人 不問 正社員又はパートなど -

タクシー乗務員 ５,６人 不問 パートなど 普通自動車第二種免許 女性の方大歓迎！

運行管理者（幹部候補） １人 ５９歳以下 正社員 普通自動車第二種免許 -

21 有限会社グループホーム幸 医療、福祉 介護職員 ３人 不問 清水町２０-９ 正社員 - -

フロントスタッフ ３人 不問 正社員 パート、時短勤務希望の方も応相談

経理スタッフ １人 不問 正社員
実務経験3年以上

または同程度の知識をお持ちの方
-

レストランサービス ２,３人 ６４歳以下 正社員 パート、時短勤務希望の方も応相談

事務スタッフ ２人 不問 正社員
エクセル、ワードなど
基本的な操作スキル

①総支配人のサポート　②セールススタッフのサ
ポート（ノルマ等一切ありません）

23 株式会社GFF 製造業 食品製造(牛肉加工、野菜加工) ５人 ５９歳以下 築港６-２ パートなど -
食品の製造やアルバイト経験がない方でもしっかり
サポートいたしますので安心して始められます。

24 ニセコバス株式会社 運輸業、郵便業 乗合・貸切バス乗務員 ４～６人 ５９歳以下 真栄１-７-７ 正社員
大型二種免許

（免許の無い方でも養成制度有り）

大型免許の無い方でも養成制度を使って、
取得後もしっかりと教習しますので、

未経験でも安心です。

介護職員 ３人 ５９歳以下 正社員 初任者研修及び実務経験

介護職員 ２人 不問 パートなど

製造職正社員 ３人 ４０歳以下 正社員 -

製造補助 ３人 ５９歳以下 パートなど -

更新 27 株式会社大光警備 サービス業
（他に分類されないもの）

警備員 ５人 不問 長橋３－１－１ 正社員 -

大工 １～２人 ５９歳以下 正社員 -

土木作業員 １～２人 ５９歳以下 正社員 -

更新 29 株式会社アートクリエイト 卸売業、小売業 販売員 ２人 ３５歳以下 色内１丁目１－８ 正社員 -
硝子製品及び雑貨販売「大正硝子館」の

販売員の求人です。硝子に関する知識・経験不要。
ほとんどが未経験で入社しています。

更新 30
自衛隊札幌地方協力本部
小樽地域事務所

公務
（他に分類されるものを除

く）

戦車や艦艇、航空機を扱う職種
から事務や調理など職種約５０
種以上

陸海空
により
採用人
数が異
なりま
す。

１８歳以上、
　　３３歳未満

北海道、東北、北陸、関
東、東海、関西、中国、四
国、九州、沖縄にある駐屯
地・基地 ※勤務地決定に
あたっては、本人の希望を

考慮します。

正社員
（特別職国家公務員）

-

　職種が多くあるので、多様な人材を募集していま
す。皆さんが思っている自衛隊の仕事だけではあり
ません。自衛隊には専門教育を行う学校もあります
ので、未経験の方も大丈夫です。また、福利厚生、

ワークライフバランスも充実しています。

宿泊業、飲食サービス業 築港１１-３

20 共同交通株式会社　小樽営業所 運輸業、郵便業 新富町１０-１０

各事業所（市内）

22 グランドパーク小樽

建設業

銭函３丁目５２１番地13

充実した研修体制や福利厚生など、
安心して長く働いていただきやすい職場です。

18
湖山医療福祉グループ
株式会社健康俱楽部

医療、福祉

19

幸・桜・末広・最上・花園・入船と
就業地がございます。
初年度も賞与支給有！

25 社会福祉法人小樽育成院 医療、福祉
市内各事業所

オタモイ・緑・富岡

３月のリニューアルオープンに向けて
新規スタッフを募集します。

接客やおもてなしが高く評価され
リピーター客の多い宿です。

道内に３軒（定山渓、白老）あります。

株式会社運河の宿ふる川 宿泊業、飲食サービス業 色内１丁目２-１５

更新

更新

小樽地域雇用創造協議会

弊社で仕事のやりがいを一緒に見つけてみません
か。「人は信頼され任されることにより成長してゆ
く」と弊社は考えています。このような環境のも
と、我々と一緒にのびのびと仕事をしませんか。

社員一同、心よりお待ちしております！

セコマグループの製造工場として、ジンギスカン・
ラーメンスープ・そばつゆ等を製造しています。

28

26

朝里４丁目１０９番地

株式会社北源 製造業

小杉建設株式会社


