
求人番号
受理年月日
形態・就業地

01010- 7089931 400,000 8:30～17:15

2023/2/9 ～ 不問

有期雇用派遣・北見市 札幌市中央区北３条西２丁目１ 雇 労 健 厚 400,000

01010- 7095631 173,250 9:00～17:30

2023/2/9 ～ 不問

有期雇用派遣・北見市 札幌市中央区北３条西２丁目１ 雇 労 健 厚 173,250

01050-  680631 155,875 8:15～17:00

2023/2/9 ～ 不問

有期雇用派遣・北見市 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 雇 労 155,875

01050-  681931 172,000 8:00～17:00

2023/2/9 ～ 9:00～18:00 不問

有期雇用派遣・北見市 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 雇 労 172,000 11:00～20:00

01050-  691031 140,000 9:00～18:00

2023/2/9 ～ (の間の7時間) 不問

正社員以外・北見市 北見市高栄西町７丁目１－１ 雇 労 健 厚 140,000

01050-  692831 158,000 9:00～18:00 59

2023/2/9 ～ 以

正社員・北見市 北見市北進町５丁目１番５３号 雇 労 健 厚 250,000 下

01050-  694531 220,340 8:20～16:55 40

2023/2/9 ～ 以

正社員・置戸町 置戸町字置戸７７ 雇 労 健 厚 300,960 下

01050-  696731 190,000 8:30～17:30

2023/2/9 ～ 8:30～12:00 不問

正社員・北見市 北見市公園町１番地３３ 雇 労 健 厚 190,000

01050-  698631 155,875 8:00～16:30

2023/2/9 ～ 不問

有期雇用派遣・北見市 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 雇 労 155,875

01050-  699931 161,250 8:00～17:00

2023/2/9 ～ 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 161,250

01050-  702931 181,000 8:30～17:30 18

2023/2/9 ～ 9:00～17:30 ～

正社員・北見市 北見市豊地１４番１７ 雇 労 健 厚 240,000 59

01050-  703131 145,350 7:45～16:45 64

2023/2/9 ～ 以

正社員以外・北見市 北見市無加川町３９３番地２５ 雇 労 健 厚 145,350 下

01050-  704031 158,700 8:00～17:00 40

2023/2/9 ～ 9:00～17:00 以

正社員・北見市 北見市本町３丁目５番２号 雇 労 健 厚 158,700 下

01050-  673931 158,335 9:30～17:30

2023/2/8 ～ 不問

正社員以外・北見市 北見市大通西３丁目１番地１ 雇 労 厚 158,335

01050-  682131 1,020 7:00～12:00

2023/2/9 ～ (の間の3時間) 不問

パート・北見市 北見市西三輪１丁目６４１－３ 労 1,020

パートタイム
㈱ときめき
コーポレーション
湧くわく園 北見事業所

コインランドリー清掃 ・機械のフィルター掃除　・床、
窓、テーブル等の清掃　・入り
口の掃き掃除等

不問

北洋建設㈱
一般事務及び経理事務
（未経験者可）

・官公庁等に提出する書類作
成　・伝票記入、帳簿の整理記
入　・経理業務　・電話、来客応
対　・銀行廻り等

普通自動車免許

北見市役所 子ども
未来部 子ども支援課

北見市母子・父子
自立支援員

ひとり親家庭等の相談に応じ、
その自立に必要な情報提供お
よび指導、職業能力の向上及
び求職活動に関する支援等

保健師・保育士
看護師・教員免許等

いずれか
普通自動車免許

白川車輌工業㈱ 自動車ボデー製作工
◇工場内での大型自動車等の
車体製作　・各種ボデー修理
・金属加工、組立　・溶接作業
・部品組立、取付

普通自動車免許

㈲和幸紙業 資源物収集・運転手
北見市の委託による市内ゴミ
ステーションの資源回収（段
ボール・新聞・雑誌・缶・瓶・
ペットボトル・廃油など）

８トン限定中型
自動車免許

（AT限定不可）

㈱アスクゲート
イースト

リサイクル工場作業員
（留辺蘂町）

◇産業廃棄物処理工場でのリ
サイクル業務　・コンベアで運
ばれてくる乾電池や蛍光管の
選別等

不問

㈱アスクゲート
イースト

野菜の選別
（訓子府町） じゃがいも、玉ねぎの選別作業 不問

置戸赤十字病院
臨床検査技師
（置戸町）

入院・外来患者の超音波検査
（頸部・心臓・腹部）、検体検
査、生理検査業務全般

臨床検査技師

ドリーム橋梁㈱ 事務員
・見積書等への項目、数量入
力　・入札情報の入力　・資材
調達の補助業務　・その他補
助的業務

普通自動車免許

㈲北見グリーン
システム

事務職及び支援業務
・給与、社会保険関係業務　・
勤怠管理、データ入力　・事務
用品管理　・電話、来客対応　・
学校のお迎え（車内見守り）

＊普通自動車免許
あれば尚可

住工房ノース
リフォーム㈱

作業補助・現場
サポートスタッフ

・作業補助　・現場清掃　・建築
資材積込、運搬、搬入、荷下ろ
し　・産業廃棄等

普通自動車免許

㈱アスクゲート
イースト

玉ねぎの加工
（端野町） 食品工場へ卸す玉ねぎの皮む

き作業（ナイフ・エアー使用）
不問

㈱アスクゲート
イースト

ガソリンスタンド業務
（若葉） ・ガソリン給油　・接客販売業務

全般
不問

ヒューマンリソシア㈱
北海道支社

通訳・翻訳
（北見市常呂町）

大手ゼネコン現場事務所内で
の会議内容及び海外メーカー
製品の内容や取扱方法の通
訳・翻訳（英語⇔日本語）

不問

ヒューマンリソシア㈱
北海道支社

事務兼受付業務
（北見市）

大手自動車メーカーショールー
ムでの業務（各種書類作成・経
理補助・来客対応・納車引き取
り補助）

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5年2月10日(金)

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-  684831 1,000 17:30～21:30 18

2023/2/9 ～ 17:00～22:15 以

パート・置戸町 置戸町字置戸２４１番地 雇 労 1,000 16:45～21:35 上

01050-  689331 920 8:45～17:30

2023/2/9 ～ (の間の5時間) 不問

パート・北見市 北見市寿町３丁目４－１ 雇 労 920

01050-  690131 920 9:00～12:00 20

2023/2/9 ～ 13:00～16:00 以

パート・北見市 北見市高栄東町１丁目１１番４３号 雇 労 健 厚 920 上

01050-  695431 925 8:30～13:00

2023/2/9 ～ 不問

パート・北見市 北見市豊地２６番地２６ 労 925

01050-  706231 1,000 13:00～18:00

2023/2/9 ～ (の間の4時間) 不問

パート・北見市 北見市北進町１丁目１５番地８号 雇 労 1,100

01050-  707531 920 9:00～15:00

2023/2/9 ～ 不問

パート・北見市 北見市東相内町５４番地１ 雇 労 920

13040-24193931 980 9:00～8:59

2023/2/9 ～ (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 980

13040-24351931 1,000 9:00～8:59

2023/2/9 ～ (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 1,000

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
（北見大町店） ・接客　・調理　・金銭管理　・事

務管理　・清掃作業など
不問

㈱すき家
接客・調理
（北見三輪店） ・接客　・調理　・金銭管理　・事

務管理　・清掃作業など
不問

特定非営利活動法人
北見の青い空 放課後等
デイサービス るんるん

児童指導員
◇放課後等における療育支援
・学校の宿題や課題の学習　・
制作活動、リズム体操などの
運動　・送迎業務

普通自動車免許
＊幼稚園教諭・保育士

教員免許等
あれば尚可

㈱富田通商
乳製品の宅配員
（北見） ビン牛乳その他乳製品の配達

普通自動車免許
（AT限定不可）

太平ビルサービス㈱
北見営業所

清掃員（高栄東町） ◇店舗の清掃業務　・床、トイ
レ、ロビー清掃、拭き上げ、　・
ゴミの収集等

不問

㈱ツムラ 製麺製造・出荷スタッフ ◇うどん・ひやむぎ・ラーメン等
の製造作業　・生麺の袋詰め
・麺類ギフトの包装・梱包

不問

シンエイ興業㈱
ビルメンテナンス
（置戸町） ・施設内の巡回、電話応対、施

錠の確認　・プール内清掃

＊普通自動車免許
警備関係資格
あれば尚可

社会福祉法人北見市
社会福祉協議会

一般事務補助業務
・パソコンによるデータ入力　・
郵便物発送作業　・書類の印
刷　・書類整理　・電話、来客対
応等

＊普通自動車免許
あれば尚可

●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


