
求人番号
受理年月日
形態・就業地

01050- 6701121 152,000 9:00～18:00

2022/11/9 ～ 不問

正社員以外・北見市 北見市北斗町２丁目１番２１号 192,000

01050- 6702021 175,400 8:00～17:00 40

2022/11/9 ～ 8:30～17:00 以

正社員・北見市 北見市小泉４２６ 雇 労 健 厚 263,000 下

01050- 6704821 146,090 8:10～17:00

2022/11/9 ～ 不問

有期雇用派遣・訓子府町 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 雇 労 146,090

01050- 6712821 141,240 9:45～19:15 59

2022/11/9 ～ 9:45～13:45 以

正社員以外・北見市 北見市東三輪４丁目７－１２ 雇 労 健 厚 157,290 13:00～19:15 下

01052- 1078921 157,600 9:30～18:15 40

2022/11/9 ～ 以

正社員・佐呂間町 佐呂間町字永代町３－１ 公 健 厚 157,600 下

01050- 6689021 172,400 5:10～13:20 18

2022/11/8 ～ 14:00～22:10 ～

正社員・北見市 北見市卸町１丁目２－２ 雇 労 健 厚 172,400 15:30～23:40 59

01010-46994221 920 17:00～22:30 18

2022/11/9 ～ (の間の5時間) ～

パート・北見市 札幌市中央区北５条西１７丁目４－４ 労 920 59

01050- 6703721 920 17:30～20:30 59

2022/11/9 ～ 以

パート・訓子府町 北見市山下町５丁目５番２４号 労 920 下

01050- 6705221 940 14:00～23:59

2022/11/9 ～ (の間の5時間) 不問

パート・北見市 北見市北４条西２丁目１１－１ 雇 労 940

01050- 6706521 920 5:00～10:00

2022/11/9 ～ 6:00～10:00 不問

パート・北見市 北見市北４条西２丁目１１－１ 雇 労 920

01050- 6709621 960 9:45～9:15

2022/11/9 ～ (の間の4時間) 不問

パート・北見市 北見市東三輪４丁目７－１２ 労 990

01050- 6710021 960 9:45～19:15

2022/11/9 ～ (の間の4時間) 不問

パート・北見市 北見市東三輪４丁目７－１２ 労 990

01050- 6713221 920 9:00～13:00 20

2022/11/9 ～ 以

パート・佐呂間町 北見市大通西４丁目２番地 労 920 上

01050- 6714521 920 8:00～12:00

2022/11/9 ～ 不問

パート・佐呂間町 北見市大通西４丁目２番地 労 920

13040-31725822 950 9:00～8:59

2022/11/9 ～ (の間の2時間) 不問

パート・北見市 東京都港区港南二丁目１８番１号 労 950

北海道東急ビル
マネジメント㈱
北見・網走営業所

清掃業務
（佐呂間町永代）

○病院内の清掃業務　・フロ
アー、病室、通路などの拭き掃
き掃除　・浴室、トイレ清掃　・ゴ
ミの回収等

不問

㈱すき家
接客・調理
（３９号北見三輪店） 牛丼のすき家での接客・調理・

販売・清掃業務
不問

㈱しまむらアベイル
北見メッセ店

レジ及び衣料販売スタッフ ・会計カウンターでのレジ業務
・衣料品等の陳列、品出し、商
品整理　・店舗内清掃作業

不問

北海道東急ビル
マネジメント㈱
北見・網走営業所

清掃業務
（佐呂間町）

○診療所内の清掃業務　・玄
関ホール、事務室、廊下、階
段、トイレ等の拭き掃き掃除

不問

スーパーホテル北見 朝食スタッフ ・配膳、下膳　・テーブルの消
毒、片付け　・洗い物等

不問

㈱しまむらアベイル
北見メッセ店

レジ及び衣料販売スタッフ
（短期アルバイト）

・会計カウンターでのレジ業務
・衣料品等の陳列、品出し、商
品整理　・店舗内清掃作業

不問

東京美装北海道㈱
北見支店

清掃員
（午後／訓子府町） ◇建物内の清掃　・床面の掃き

拭き清掃　・ゴミ回収等
不問

スーパーホテル北見 ホテルフロント業務 ・チェックイン、チェックアウト業
務　・予約受付、接客、電話応
対等

不問

パートタイム

㈱ＨＩＲフード
キッチン・ホールスタッフ
（つぼ八北見三輪店） 居酒屋店のホール・キッチン業

務
不問

佐呂間町役場
図書館司書
（佐呂間町）

○町立図書館における司書業
務全般　・資料の選択、発注、
受入れ、貸出、返却　・レファレ
ンス　・主催事業の企画等

司書
（取得見込み可）

㈱フレッシュ・ロジ
スティック

センター管理業務
（倉庫管理・一般事務）

大手コンビニエンスストア商品
の冷蔵庫での仕分け業務の管
理・監督

普通自動車免許

㈱アスクゲート
イースト

むき玉葱工場作業員
（訓子府町） 玉葱を機械に入れる際、上下

正しく入るように直していく作業
不問

㈱しまむらアベイル
北見メッセ店

衣料販売スタッフ
・会計カウンターでのレジ業務
・衣料品等の陳列、販売、品出
し　・商品整理　・店舗内清掃
作業

不問

㈱ウィズテクノロジー
北見就労支援センター
ジョブトレ

（オープニングスタッフ）
職業指導員

◇施設利用者の生活・就労定
着サポート　・スキル成長支援
・就労支援　・依頼主対応

＊サービス管理
責任者

あれば尚可

太平洋レミコン㈱
北見支店

技術職 ・コンクリート及び原材料等の
品質管理に関する試験の実施
・帳票の作成等

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11月10日(木)

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

13040-31828422 950 9:00～8:59

2022/11/9 ～ (の間の2時間) 不問

パート・北見市 東京都港区港南二丁目１８番１号 労 950

01050- 6700921 925 8:30～16:30

2022/11/8 ～ 不問

パート・北見市 北見市青葉町６－８ 雇 公 925

就業時間
年
齢

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

㈱すき家
接客・調理
（３９号北見大町店） 牛丼のすき家での接客・調理・

販売・清掃業務
不問

北海道財務局
北見出張所

臨時職員
（事務補助員）

○国有財産関係事務の補助を
担当　・パソコン入力　・文書作
成、整理　・電話、来客対応　・
その他事務補助

不問

●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


