
求人番号
受理年月日
形態・就業地

01050- 2277421 155,520 7:00～17:00

2022/4/8 ～ 不問

正社員以外・北見市 北見市桂町４丁目１７５－２０ 健 厚 259,200

01050- 2278321 164,700 8:30～17:30 64

2022/4/8 ～ 9:00～18:00 以

正社員・北見市 北見市美芳町５丁目２番１３号 雇 労 健 厚 169,700 10:00～19:00 下

01050- 2280021 250,000 7:30～17:00

2022/4/8 ～ 不問

正社員・訓子府町 訓子府町字日出１０５－４ 雇 労 350,000

01050- 2282821 172,500 8:00～17:00

2022/4/8 ～ 不問

正社員以外・北見市 北見市東相内町６５１－１６６ 雇 労 健 厚 575,000

01050- 2283221 224,400 8:30～17:30 64

2022/4/8 ～ 以

正社員・北見市 北見市桜町６丁目１－１ 雇 労 健 厚 224,400 下

01050- 2257821 160,000 8:30～17:30 59

2022/4/5 ～ 以

正社員・北見市 北見市高栄東町１丁目２番１５号 雇 労 健 厚 220,000 下

01050-   30320 299,000 7:30～17:00

2022/4/8 ～ 不問

季節雇用・訓子府町 訓子府町字日出１０５－４ 雇 労 437,000

01030- 5926021 920 8:00～20:00

2022/4/8 ～ (の間の3時間) 不問

パート・遠軽町 旭川市住吉４条２丁目８番１３号 労 940

01050- 2279621 1,100 8:30～12:30

2022/4/8 ～ 不問

パート・北見市 北見市留辺蘂町栄町１２７番地２１ 労 1,300

01050- 2281721 900 10:30～14:00

2022/4/8 ～ 12:00～16:00 不問

パート・北見市 北見市中央三輪４丁目５１１番地５ 労 950 16:00～20:00

01052-  373621 900 10:00～16:00

2022/4/8 ～ 10:30～16:30 不問

パート・佐呂間町 佐呂間町字西富１２３ 雇 労 900

01180-  865021 897 8:00～17:00

2022/4/8 ～ (の間の1時間) 不問

パート・北見市 網走市北７条西３丁目 労 1,119

01180-  866721 897 8:00～17:00

2022/4/8 ～ (の間の1時間) 不問

パート・紋別市 網走市北７条西３丁目 労 1,119

34020- 2630421 890 9:40～21:30

2022/4/8 ～ (の間の3時間) 不問

パート・遠軽町 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号 労 920

北海道教育庁
オホーツク教育局

北海道公立学校教員業務
支援員／非常勤（紋別地
区１）

・各種資料の印刷、配布準備・
採点業務の補助・来客対応や
電話対応・感染症対策業務の
補助・各種データ入力・集計他

不問

㈱大創産業
販売（コープさっぽろ
遠軽みなみ店）

店舗の運営に関わる、レジ接
客・ご案内・品出し・商品整理な
ど

不問

公益社団法人北海道
酪農検定検査協会
網走事業所

生乳検査補助スタッフ
（佐呂間町）

○生乳検査員の補助業務・検
査機器の操作・検査用サンプ
ル瓶の洗浄／整理・検査用サ
ンプルの受払

不問

北海道教育庁
オホーツク教育局

北海道公立学校教員業務
支援員／非常勤（北見地
区）

・各種資料の印刷、配布準備・
採点業務の補助・来客対応や
電話対応・感染症対策業務の
補助・各種データ入力・集計他

不問

社会福祉法人
北陽会

看護職員（希楽苑／
デイサービス）

◇デイサービス利用者への看
護業務・健康状態のチェック・
緊急時の対応・服薬のお世話・
その他、付随する業務

普通自動車免許
看護師・准看護師

いずれか

㈲沢井商店
お弁当の販売・
製造スタッフ

◇海鮮丼のテイクアウト店「北
の魚河岸丼丸」での販売・製造
・接客、レジ・お弁当の盛り付け
・店舗内外の清掃

不問

パートタイム

茂田石油㈱
セルフスタンドスタッフ
（遠軽店）

☆給油所業務全般・接客・給油
する燃料の種類、数量や支払
方法等の説明・商品の説明や
販売等・設備等の清掃管理

　＊危険物取扱者
（乙種）あれば尚可

季節雇用

水上産業
重機オペレーター
（訓子府町）

◇建設機械オペレーター・主に
整地工事・一般土木工事・河川
工事・まれに土木作業あり

　大型・大特
車両系建設機械

一般社団法人はな
介護福祉士・社会福祉
主事（デイサービス）

○介護業務全般・食事、排泄、
整容、入浴介助等・移動等の
介助・調理、掃除、洗濯・送迎
業務・健康管理ほか

　介護福祉士・
社会福祉主事任用

資格いずれか

一般社団法人
シャノワール

サービス提供責任者
○就労支援Ｂ型事業所のサー
ビス管理責任者業務・個別支
援計画書の作成・モニタリング
記録・関連機関との連携等

普通自動車免許

水上産業
重機オペレーター
（訓子府町）

◇建設機械オペレーター・主に
整地工事・一般土木工事・河川
工事・まれに土木作業あり

　大型・大特
車両系建設機械

大望開発工業㈱
作業員・
現場班長補助等

◇現場作業員、現場班長補
佐、舗装工事、解体工事、土木
外構工事、鳶・仮設工事、リ
フォーム、増改築工事、除排雪

不問

シブヤガレージ 組み立て・解体作業員 ○各メーカーから委託を受けた
物置・ガレージの組み立て
解体作業等

不問

特定非営利活動法
人　ワークフェア

相談支援員（生活困
窮者自立支援）

・個別相談・関係機関との連携
・家計改善のサポート・就労、
社会参加支援や学習支援の計
画・外勤業務

普通自動車免許

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4年4月11日(月)

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


