
求人番号
受理年月日
形態・就業地

01010-14263091 137,000 9:00～18:30

2019/4/4 ～ 9:00～18:00 不問

正社員以外・北見市 札幌市中央区北１０条西２４丁目 雇 労 健 厚 180,000 9:00～17:30

01030- 5579991 131,040 8:30～17:05

2019/4/4 ～ 9:25～18:00 不問

正社員・北見市 旭川市４条通８丁目１７０３－１２ 雇 労 健 厚 138,840

01050- 2164791 140,000 8:30～17:30

2019/4/4 ～ 9:00～17:00 不問

正社員・北見市 北見市高栄東町１丁目１１番３９号 雇 労 健 厚 192,000

01050- 2165891 137,400 6:30～15:30 18

2019/4/4 ～ 8:00～17:00 ～

正社員以外・北見市 置戸町字置戸２２番地１ 雇 労 健 厚 146,400 10:00～19:00 64

01050- 2167591 180,000 9:00～18:00 18

2019/4/4 ～ 15:00～23:00 ～

正社員・北見市 北見市光西町１６９番地３８号 雇 労 健 厚 220,000 18:00～23:00 59

01050- 2168191 140,000 8:30～17:30

2019/4/4 ～ 9:00～17:00 不問

正社員・北見市 北見市高栄東町１丁目１１番３９号 雇 労 192,000

01052-  403891 142,800 8:00～17:00 40

2019/4/4 ～ 以

正社員以外・遠軽町 遠軽町東町３丁目５ 雇 労 健 厚 142,800 下

01052-  404291 147,000 8:30～17:00 18

2019/4/4 ～ 7:30～16:00 ～

正社員以外・湧別町 湧別町中湧別中町８２６番地 雇 労 健 厚 160,000 16:30～9:00 59

01052-   39690 200,000 7:00～15:30

2019/4/4 ～ 不問

季節雇用・佐呂間町 佐呂間町字富武士１６７－１１ 雇 労 230,000

01050- 2156791 1,000 14:00～22:00

2019/4/4 ～ 不問

パート・北見市 北見市北進町１丁目１－１ 雇 労 1,000

01050- 2157891 960 14:00～22:00

2019/4/4 ～ 不問

パート・北見市 北見市北進町１丁目１－１ 雇 労 960

01050- 2158291 970 14:00～22:00

2019/4/4 ～ 不問

パート・北見市 北見市北進町１丁目１－１ 雇 労 970

01050- 2159591 920 14:00～22:00

2019/4/4 ～ 不問

パート・北見市 北見市北進町１丁目１－１ 雇 労 920

01050- 2160391 880 9:00～21:00

2019/4/4 ～ (の間の7時間) 不問

パート・北見市 北見市北進町１丁目１－１ 雇 労 880

フルタイム

事業所名
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 免許資格 賃金 就業時間
年
齢

発行日：平成31年4月5日(金)

㈱なの花北海道
調剤薬局医療事務
（なの花薬局）

◇調剤薬局業務全般 　・窓口
業務 　・レセプトコンピュータ処
理業務　・レセプト請求業務 

不問

㈱ニチイ学館
旭川支店

医療事務（北見赤十
字病院／歯科） ◇診療科受付業務（歯科）　・

来院患者様の受付業務
不問

㈲あんしんサポート 事務員
◇生命保険・損害保険にかか
る各種事務作業 　 ・各種文書、
伝票の作成、帳簿記入 　・デー
タ管理 

普通自動車免許
※事務経験者

㈱テイ・アイ 介護員（田端町） ◇「高齢者住宅まごころ」内に
入居されている 高齢者の皆様
への介護業務

介護職員初任者
研修以上

フィットネスジャパン
㈱

トレーナー
◇スポーツジムでの運動指導 
・マシンの使用方法案内 　・受
付、見学等の応対 　・設備の整
頓、清掃等

不問

木戸和志社会保険
労務士事務所

事務員 ・給与計算 　・雇用保険、社会
保険の書類作成  　・各種保険
の取得、喪失手続きなど 

普通自動車免許
※事務（社会保
険・給与計算）経

験者

やなぎプロダクツ㈱
北海道事業部

工員（遠軽町）
 ・主に爪楊枝や割り箸等の生
産加工の業務 　・検品、ラベル
貼り、袋詰め作業 　・その他、
清掃等付随する業務 

不問

医療法人社団耕仁会
曽我病院

看護補助スタッフ
（湧別町）

○入院患者様の看護補助業
務　・入浴、食事、排泄介助 　・
体位の交換 　・検査室などへ
誘導 　・看護師の補助業務 

不問

葛西漁業部
 ホタテ養殖作業員
（佐呂間町）

○サロマ湖内でのホテテ貝養
殖に関する作業全般　・漁船
上での荷上げ作業等 　・作業
場でのホタテ貝入替作業 等

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

イオン北海道㈱
イオン北見店

水産・惣菜担当
（短期）

◇水産・惣菜売場の各作業 　・
加工　・品出し　・作業場清掃
等 

不問

◇婦人服、子供服、服飾の各
売場業務 　・レジ、接客、品出
し等 

不問

イオン北海道㈱
イオン北見店

農産担当（短期） ・野菜、果物の品出し 　・作業
場清掃等 

不問

イオン北海道㈱
イオン北見店

食品レジ担当（短期）
・食品レジ業務全般  不問

季節雇用

パートタイム

イオン北海道㈱
イオン北見店

食品の品出し（短期）
・食品の品出し、陳列作業 不問

イオン北海道㈱
イオン北見店

衣料品販売（短期）

応募する際はハローワークで発行する「紹介状」が必要です。

求人者への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

随時紹介を行っており、すでに決定済となっている場合もあります。

日刊ハローワーク求人情報

https://www.hellowork.go.jp

ハローワーク インターネットサービス 検索



求人番号
受理年月日
形態・就業地

01050- 2161691 880 10:00～20:00

2019/4/4 ～ (の間の7時間) 不問

パート・北見市 北見市北進町１丁目１－１ 雇 労 880

01050- 2162991 836 8:00～13:00 62

2019/4/4 ～ 以

パート・北見市 北見市錦町１７５番地１ 雇 労 836 下

01050- 2163491 900 9:00～17:00

2019/4/4 ～ (の間の5時間) 不問

パート・北見市 北見市高栄東町１丁目１１番３９号 雇 労 1,100

01050- 2166291 900 6:30～19:00 18

2019/4/4 ～ 17:00～9:00 以

パート・北見市 置戸町字置戸２２番地１ 雇 労 900 上

01050- 2169091 900 9:00～17:00

2019/4/4 ～ (の間の5時間) 不問

パート・北見市 北見市高栄東町１丁目１１番３９号 雇 労 1,100

01180-  855891 1,000 8:45～14:30

2019/4/4 ～ 不問

パート・訓子府町 網走市北７条西３丁目 雇 労 1,000

イオン北海道㈱
イオン北見店

自転車販売
（イオンバイク／短期） ◇自転車売場の業務 　・自転

車の整備、接客、販売等 
不問

㈱道東アークス
ラルズマート北光
店

青果部門担当 ◇青果部門で販売する商品の
調理・食品加工及び お客様へ
の接客販売業務 

不問

㈲あんしんサポート 事務員（パート）
◇生命保険・損害保険にかか
る各種事務作業 　・各種文書、
伝票の作成、帳簿記入 　・デー
タ管理 

普通自動車免許
※事務経験者

㈱テイ・アイ 介護員（田端町） ◇「高齢者住宅まごころ」に入
居されている高齢者の 皆様へ
の介護業務

介護職員初任者
研修・介護福祉士

いずれか

木戸和志社会保険
労務士事務所

事務員（パート） ・給与計算 　・雇用保険、社会
保険の書類作成 　・各種保険
の取得、喪失手続きなど 

普通自動車免許
※事務経験者

北海道教育庁
オホーツク教育局

非常勤支援員
（訓子府高等学校）

○訓子府高等学校において、
授業中や学校行事等に支援
の必要な高校生の声かけ支援
等に従事していただきます

教育職員免許状、保
育士、介護福祉士、訪
問介護員、居宅介護
従業者のいずれか

パートタイム

事業所名
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 免許資格 賃金 就業時間
年
齢

●ハローワーク北見 ： ０１５７－ ２３－６２５１ ●ハローワーク遠軽 （遠軽町・湧別町・佐呂間町の求人） ： ０１５８－４２－２７７

９

●ジョブサポートきたみ ： ０１５７－ ３３－１８８５ ●ハローワーク美幌（美幌町・津別町の求人） ： ０１５２－７３－３５５５

開催日 時間 事業所 職種

４／　５（金）
４／　９（火）
４／１６（火）
４／２５（木）

１０：００
～
または

１３：００
～

（株）八神エモーション
網走事務所

アシスタントコーディネーター

：網走・北見

（派遣）部品加工の製造・
検査：網走

４／１１（木）
９：３０
～

日本ホワイト
ファーム㈱

［養鶏作業員］
ヒナの育成：留辺蘂

親鳥の育成・孵卵：網走

４／２６（金）
１３：００
～

（株）ニチイ学館
旭川支店

医療事務スタッフ

※予約制※（旭川から来所）

□■□会社説明会のご案内□■□
求人内容について事業所の担当者に直接質問・相談ができます。（業務・賃金・シフト・環境 etc）

話を聞くだけでも、お気軽にご参加ください。

＊求人の詳細はハローワーク窓口にてご確認ください。


