
求人番号
受理年月日
形態・就業地

01050- 2463991 178,600 8:50～17:50 59

2019/5/7 ～ 以

正社員・北見市 北見市大通西４－４－１ 雇 労 健 厚 178,600 下

01050- 2485091 154,400 8:30～17:05

2019/5/7 ～ 不問

正社員以外・北見市 北見市北６条東２丁目１番地 雇 労 健 厚 154,400

01050- 2512891 158,300 8:30～17:05 61

2019/5/7 ～ 以

正社員・北見市 北見市北６条東２丁目１番地 雇 労 健 厚 180,700 下

01050- 2545791 190,000 8:30～17:00 64

2019/5/7 ～ 以

正社員・北見市 北見市中央三輪２丁目 雇 労 健 厚 246,000 下

01050- 2611191 140,000 8:30～17:00 59

2019/5/7 ～ 8:30～14:30 以

正社員・北見市 北見市西三輪３丁目７５２番地６２ 雇 労 健 厚 160,000 下

01050- 2643591 166,320 8:30～17:00

2019/5/7 ～ 不問

正社員以外・北見市 北見市端野町三区４６１－３ 雇 労 健 厚 207,900

01240- 9490591 255,680 8:30～17:15

2019/5/7 ～ 不問

正社員以外・北見市 札幌市北区北７条西４丁目３番１号 雇 労 健 厚 255,680

13060- 8971691 150,000 8:30～17:20 18

2019/5/7 ～ 以

正社員以外・遠軽町 東京都大田区羽田旭町１１－１ 雇 労 健 厚 150,000 上

01050- 2509691 200,000 8:00～17:00 64

2019/5/7 ～ 以

正社員・北見市 北見市東相内町９３７番地１ 雇 労 健 厚 250,000 下

01050-   48490 198,000 7:30～17:00

2019/5/7 ～ 不問

季節雇用・北見市 北見市高栄西町９丁目１－１８ 雇 労 健 厚 330,000

01050- 2328291 835 6:00～8:00

2019/5/7 ～ 14:00～16:00 不問

パート・北見市 北見市西三輪２丁目６２０番地３２ 労 885 22:00～6:00

01050- 2329591 835 6:00～8:00

2019/5/7 ～ 14:00～16:00 不問

パート・遠軽町 北見市西三輪２丁目６２０番地３２ 労 885 22:00～6:00

01050- 2330391 850 9:00～17:00

2019/5/7 ～ 13:00～21:00 不問

パート・遠軽町 北見市西三輪２丁目６２０番地３２ 雇 労 900 22:00～6:00

01050- 2475291 890 8:50～17:00

2019/5/7 ～ (の間の5時間) 不問

パート・北見市 北見市大通西４－４－１ 雇 労 890

北海道西濃運輸㈱
北見営業所

集配運転手 ◆４ｔトラック（箱車）での配送
や集荷・積込作業（北見市内
及び近郊）

中型自動車免許
（８ｔ限定可）

＊フォークリフト
資格尚可

季節雇用

㈲ひので
コンビニスタッフ
（遠軽町）

○コンビニエンスストア店内業
務　・お客様の接客、レジ 　・商
品の陳列、補充 　・店内外の清
掃 　・商品の発注など

不問

住友生命保険
相互会社　北見支社 一般事務 ○一般事務 　・託送準備　・印

刷　・在庫管理　・ファイリング
・入力作業　・ 電話応対等 

不問

㈲ひので 店内厨房スタッフ
○コンビニエンスストア店内厨
房業務全般　・お弁当、調理パ
ン等、簡単な店内調理品の作
成 

不問

㈲ひので
店内厨房スタッフ
（遠軽町）

○コンビニエンスストア店内厨
房業務全般　・お弁当、調理パ
ン等、簡単な店内調理品の作
成 

不問

㈱緑進 造園作業員
◇街路樹や公園の維持管理
業務 　・北見市内の街路樹の
枝払い、中央分離帯植栽の除
草、 公園の草刈りなど 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

パートタイム

全国健康保険協会
北海道支部

保健指導保健師（北
見）

・事業所訪問による保健指導
業務 　・特定保健指導対象者
への継続支援 　・継続支援管
理業務等

・保健師免許 
・普通自動車免許

（ＡＴ限定可）

荏原環境プラント㈱
ごみ焼却施設の
運転保全（遠軽町）

◇最終処分場での業務　・プ
ラットホームでの市民の誘導 
・焼却施設のモニター監視 　・
工場棟内の点検メンテナンス 

大型自動車免許
および大型特殊免

許

㈱オホーツク大地 一般事務員（正社員）
◇一般事務全般 　・統計など
伝票処理業務 　・パソコン打ち
込み作業など 　・電話及び来
客対応 

普通自動車免許
（通勤用）

㈲坂本鉄工所
北見営業所

倉庫内作業員
◇畜産飼料用パルプ（２０ｋｇ）
から、フレコンバッグ （５００ｋｇ）
に詰め替えをするのが主な業
務です

普通自動車免許
＊フォークリフト

作業受講修了者尚良

北見赤十字病院 精神保健福祉士
○精神科作業療法全般 　・デ
イケアプログラムの作成 　・医
療福祉等の制度説明、手続き
等 

精神保健福祉士
（取得見込み可）

㈱ＮＣＭ 看護師・准看護師
◇訪問介護事業所での訪問
看護　・ 健康状態や症状の
チェック、必要な処置・投薬な
どの 看護と訪問の記録

・看護師または
准看護師 

・普通自動車免許

住友生命保険
相互会社　北見支社 一般職員

○一般事務 　・会計、文書作
成、データ作成、 配送準備、印
刷、在庫管理、ファイリング、 
入力作業、電話対応等

不問

北見赤十字病院
メディカルクラーク
（医師事務作業補助）

◇医師の指示による事務補助
全般 　 ・パソコンによる各種入
力作業 　・医療資料の整理、電
子カルテの入力など 

不問

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　令和元年5月８日

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- 2640791 858 10:00～15:00

2019/5/7 ～ 不問

パート・北見市 北見市公園町１６５番地 労 1,155

01050- 2642291 1,200 8:30～12:30

2019/5/7 ～ 13:00～17:00 不問

パート・北見市 北見市端野町三区４６１－３ 雇 労 1,500

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

㈲坂本鉄工所
北見営業所

倉庫内作業員
◇畜産飼料用パルプ（２０ｋｇ）
から、フレコンバッグ （５００ｋｇ）
に詰め替えをするのが主な業
務です

普通自動車免許
＊フォークリフト

作業受講修了者尚良

国立大学法人
北見工業大学

技術補佐員 ・衛星データの収集　・解析 　・
観測装置の管理、準備 　・実
験、観測データの整理 

不問
※＊衛星データと観
測装置を取り扱った
経験がある方尚良

パートタイム

●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） ： ０１５８－４２－２７７９

●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

５／１５（水）
５／２３（木）
５／２９（水）

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

☆予約不要（飛び込み参加ＯＫ）

☆普段着ＯＫ

☆聞くだけ参加ＯＫ！

会場：ハローワーク北見１F会議室

または 個別相談ブース

□■□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。


