
令和2年６月4週号（毎週金曜日発行）

発行：遠軽町一条通北四丁目　ハローワーク遠軽

○ここには主に最近一週間に受理した求人を掲載しています。　　○詳細はハローワーク内の窓口・掲示板・検索PC等にてご確認下さい。

定休:土日他

④10:00~14:00の1時間程度 / 定休:他

定休:土日祝他

定休:土日祝他

定休:他

定休:日祝他

定休:土日祝他

定休:他

※面接にはハローワークが発行する「紹介状」が必要です。ご応募の場合は必ず窓口にお申し出ください。 お問い合わせ先：

※募集内容等のお問合せは右記ハローワークへお願いいたします。募集企業への直接のご連絡はご遠慮ください。ハローワーク遠軽（0158-42-2779）

遠軽町白滝南区７１９－１

○主に下記の業務に従事していただきます。 

 ・車両洗車業務 

 ・車両整備補助業務 

 ・工場内の整理、清掃業務等 

①8:30~18:00

遠軽町白滝南区７１９－１

湧別町錦町１７９番地

※ハローワークからのお願い※

求人番号:01052-  595401

2名募集  ・上下水道の配管工事作業 

 ・建築物の冷暖房、衛生設備及び換気工事に

伴う配管、機器、器具　の取付作業 

 ・給湯器、ボイラー等の設備・修理 

 ・その他付随する作業

①8:30~18:00 ＊通勤手当については、会社規定により距離

に応じて上限額の範囲内で支給します。有限会社　吉田設備工業

湧別町錦町１７９番地 年間カレンダーによる・年間カレンダーによる週４０時間制

正社員・常用 雇・労・

健・厚180000円～350000円 資格:普通自動車運転免許　　必須①５トン限定準中型

自動車免許、準中型自動車免許必須

経験:経験あれば尚可

年齢:不問

有限会社　吉田設備工業

・調理師免許のある方は、時給978円からと

なります。　　　 

 ・欠員等によって、他施設の応援を依頼 する

場合があります。 

 ・作業に必要な白衣や履物等は貸与します。 

 ・通勤手当は規定により支給いたします。 

 ＊第一次選考（面接）を通過した場合は、

健康診断書の提出が必要 となります。詳細は

面接時等に説明します。 

遠軽町教育委員会

求人番号:01052-  597801

④１６：３０～９：００　（月４回程度、休憩１２０

分）・シフト制により曜日不定 

（週所定労働時間４０時間を超えないよう調整）正社員以外・～(期間の定めなし) 雇・労・

健・厚175130円～175130円 資格:資格不問

経験:不問/PC経験不問

年齢:不問
医療法人交雄会　グループホームしらかば

遠軽町生田原３５０

【介護スタッフ】 1名募集
○入所者（９人）の介護業務全般を行ってい

ただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　 

・食事介助、入浴介助、排泄介助

 ・調理及び日常生活のお世話 

・レクリェーションの計画、実施など

 

※シフトにより調理業務があります。 

※診療所の２階にある施設ですので、医療に

関してはとても安心な施設です。

①7:00~15:30

労

・調理師免許のある方は、時給978円からと

なります。　　　 

 ・欠員等によって、他校の応援 の依頼をする場

合があります。 

 ・作業に必要な白衣や履物等は貸与します。 

 ・通勤手当は規定により支給いたします。 

 ＊第一次選考（面接）を通過した場合は、

健康診断書の提出が必要 となります。詳細は

面接時等にご説明します。

898円～1059円 資格:資格不問

経験:不問

年齢:不問

・＊学校行事などによる休日勤務あり。＊春夏冬休みに多

少勤務があります。＊年間労働日数は２１０日程度になり

ます。

遠軽町教育委員会

遠軽町１条通北５丁目１－１ 

「遠軽町立東小学校」

③10:30~10:30

【学校給食（食器洗浄等）作業員】 1名募集 ・下膳（各フロアの配膳室からの回収） 

 ・食器、食缶等の洗浄 

 ・調理室の清掃 

 ・その他付随する業務 

 ※冬季は調理室への出入り口の除雪なども含

まれます。

①12:40~15:40

遠軽町西町３丁目３－１５ 

「遠軽町立遠軽小学校」

・学校行事などによる休日勤務あり。春夏冬休みに多少勤

務あり。 

年間労働日数は２１０日程度。パート労働者・

～R3/3/31（更新有） 労

898円～1059円 資格:資格不問

経験:不問/PC経験不問

年齢:不問
遠軽町教育委員会

遠軽町１条通北２丁目３－４５ 求人番号:01052-  602201

労

【学校給食（食器洗浄等）作業員】 1名募集 ・下膳（各フロアの配膳室からの回収） 

 ・食器、食缶等の洗浄 

 ・調理室の清掃 

・その他付随する業務 

※冬季は調理室への出入り口の除雪なども含

まれます。

①12:45~15:45

遠軽町教育委員会

遠軽町１条通北２丁目３－４５

※雇用期間は、受注状況により変動する場

合があります。 

 ※お盆：連続４日間の休日あり。 

 ＊希望により次年度以降も採用の可能性が

あります。 

＊無料駐車場あり。 

遠軽舗道　株式会社

湧別町開盛４１ ・＊盆休みあり＊有給休暇について、入社当初より６ヶ月以

上の契約期間のある方は入社日より付与します。
季節・～R2/12/3(更新無) 雇・労・

健・厚
178500円～252000円 資格:普通自動車運転免許　　必須

経験:不問

年齢:不問
遠軽舗道　株式会社

湧別町開盛４１

【交通誘導警備員】 1名募集  ○　官公庁及び民間工事の交通誘導警備 

　（作業現場：遠紋地域・網走管内） 

 

　　　　　　　　　【　急　募　】 

①8:00~17:00

求人番号:01052-   61400

その他備考、募集内容の補足事項等
就業場所の情報 その他就業時間、定休日等

雇用形態 加入保険 休日等の特記事項
賃金額

資格・年齢・経験など
求人企業の情報 求人番号

【職種】 募集人数

仕事の内容

就業時間① 就業時間② 就業時間③

資格:資格不問

経験:不問/簡単な入力程度

年齢:不問

中川歯科　　中川　仁

【車両整備の補助】 1名募集

正社員以外・～(期間の定めなし) 雇・労・

健・厚129160円～129160円 資格:普通自動車運転免許

経験:不問

年齢:不問

求人番号:01052-  599501

＊歯科医師会の健康保険に加入となります。

 ＊土曜日の他に、週１回交代で火曜～木曜

日のいずれかの半日勤務 があります。（就業

時間特記事項欄参照）  

＊マイカー通勤可（無料駐車場あり） 

中川歯科　　中川　仁
遠軽町南町３丁目２番１２５ ②は土曜日　　③は火曜～木曜日の交代の半日勤務の場

合

【配管工】

求人番号:01052-  601801

遠軽町南町３丁目

パート労働者・

～R3/3/31（更新有）

パート希望の方は就業時間・勤務日数のご相

談に応じます。 

 白滝以外の方は通勤手当支給対象ですが、

白滝での定住を考える場合通勤手当に代わ

る手当を検討します。 

 通勤手当は距離数に応じて支給されます。 

 賞与は業績に応じて支給されますので変動す

る可能性があります。（前年度実績1.5ヶ月

～3ヶ月分）

有限会社　遠藤モータース

②8:30~17:00
＊通勤手当は距離に応じて上限内で支給し

ます。 

＊賞与は業績により支給します。 

＊上記賃金に夜勤手当が加算されます。 

＊経験者、有資格者の方については賃金面

考慮致します。 

＊就業時間の希望があればご相談に応じま

す。 

＊夜勤のみ希望の方の応募も可能です。 

医療法人交雄会　グループホームしらか

遠軽町生田原３５０

【歯科受付】 1名募集 ○歯科診療に伴う業務に従事していただきま

す。 

 　・患者様の受付、応対、誘導、会計 

　・院内の事務、清掃、雑務 

　・診察の準備、補助　等 

 ◆高卒以上の方であれば応募が可能です。 

◆未経験の方の応募も歓迎いたします。

①9:00~18:30 ②9:00~13:00 ③14:30~14:30

雇・労・

健156000円～156000円

遠軽町南町３丁目２番１２５ 求人番号:01052-  598201

正社員・常用

有限会社　遠藤モータース

【お客様係（アクティビティ等）】 1名募集 「道の駅遠軽　森のオホーツク」にて下記業務を

おこなっていただきます。 

 ＊４月から１１月は。各種アクティビティ、ツリー

トレッキング、　ふわふわ遊具などでの案内や説

明、接客などの業務を行います。 

 ＊１２月～３月の冬期間は、スキー場スタッフ

としてリフト操作などの業務を行います。 

 

①10:00~14:00

880円～930円 資格:資格不問

経験:不問

年齢:不問

一般社団法人　えんがる町観光協会

＊冬期間の業務は、時給が増額することがあ

ります。 

 ＊通勤手当は、距離に応じて規定により支給

します。 

 ＊土・日・祝日は、時給が930円となります。 

 ＊契約の労働時間によっては、各種保険に加

入いたします。 

一般社団法人　えんがる町観光協会
遠軽町野上１５０－１ 

「道の駅遠軽　森のオホーツク」

１日２～４時間の勤務です。・曜日不定、シフト制による

休日

パート労働者・～(期間の定めなし)

求人番号:01052-  600701

ハローワークえんがる 求人情報



定休:他

定休:他

定休:日祝他

雇・労・

健・厚・

財220000円～250000円

　・生鮮食品の加工 

 　・お弁当や惣菜の商品加工　等 

 　・商品の陳列・補充（店舗１２０坪） 

 ＊将来的には、商品の仕入れを行っていただくこ

とがあります。

①8:00~12:00

オホーツク警備保障　株式会社

網走市新町３丁目７番４号

【警備員（交通誘導、施設管理、イ

ベント警備等）】
①8:00~17:005名募集 ○交通誘導警備及び雑踏（イベント）警備業

務に従事していただきます。 

 【主な業務】 

　・道路工事現場での通行止め、片側交互通

行などの実施 及び、歩行者等の誘導 

・イベント会場等での人員整理、誘導、案内な

ど 

 ◎現場は網走市、北見市、美幌町、遠軽町、

近郊で社用車にて向かいます。

オホーツク警備保障　株式会社

網走市新町３丁目７番４号
※週所定労働時間４０時間 　１日８時間又は週４０時

間を超えた場合、時間外手当支給・４週８休（ＧＷ、お

盆、年末年始休暇あり）正社員・常用
雇・労・

健・厚

有限会社　昭和運輸　紋別営業所

②13:00~17:00

※６か月の試用期間終了後に正社員契約

になります。 

 ※大型免許取得制度について 

　大型自動車免許がない方は、採用後取得

していただきます 

　（免許取得制度あり） 

 ※事業拡大による正社員募集です。 

求人番号:01060-  951601
紋別市元紋別２６８番地１

◇賞与制度はないが、前年度（令和元年

度）実績あり。 年２回50,000円～

200,000円 

 ◇入社後所定の教育（20時間）を実施し

てから現場従事となります。また、入社後は警

備業の資格取得を目指していただきます。

（受験料は自己負担、受験の為の旅費等は

会社負担） 

 ◇所属先は北見支店、遠軽営業所になる場

合があります。 （面接時詳細説明）  

＊制服及び備品は貸与します。 

＊社員旅行あります。 
求人番号:01180- 1147101

資格:普通自動車運転免許　　あれば尚可

経験:警備員としての資格、経験/簡単な定型フォームへの

入力できる方

年齢:18歳～(警備業法により１８歳未満の就業が禁止さ

れているため)

【職種】 募集人数

仕事の内容

就業時間① 就業時間② 就業時間③

 

週の労働時間４０時間・会社年間休日カレンダーによる１

か月の休日は平均７日。 

お盆、正月の特別休暇もあります。

正社員・常用

【中型トラック運転手（網走）】 1名募集

大空町東藻琴１９７－３ 

ＪＡあばしり堆肥センター構内

（有）昭和運輸網走事業所 

及び、搬送業務は主に網走地区・佐呂間地区

資格:①８トン限定中型自動車免許必須②大型自動車

免許あれば尚可③④必須

経験:不問/PC経験不問

年齢:～45歳(長期勤続によりキャリア形成を図る観点から

若年者等を募集)

中型車による網走地区・佐呂間地区など、農

協関係主体の家畜（主に牛）の搬送が主体

です。 

 ・未経験者の方も大歓迎します。運転や家畜の

取扱い等は丁寧に指導しますので、プロドライ

バーを目指せます。 

・入社時は普通免許でもＯＫです。入社後に

会社負担で大型免許の取得ができますので、

大型免許がない方でも安心して下さい。 

・農協や大手食肉メーカーとの輸送契約による

仕事ですので通年安定しています。

①8:30~17:00

有限会社　昭和運輸　紋別営業所

佐呂間町字永代町６７番地２ 求人番号:01052-  596701

【生鮮食品加工員】 1名募集

165000円～170000円

その他備考、募集内容の補足事項等

就業場所の情報 その他就業時間、定休日等

雇用形態 加入保険 休日等の特記事項

賃金額
資格・年齢・経験など

求人企業の情報 求人番号

・通勤手当は、会社規定により該当者に支給

いたします。 （１０ｋｍ以上の方）  

・時給の他に以下の手当制度があります。 

　休日手当　500円／日（日曜日に出勤し

た際支給） 

・日数・勤務時間は応相談 

・週所定労働時間が２０時間未満の場合は

雇用保険の加入となりません。 

 ＊制服は貸与いたします。

株式会社　丸栄　吉野商店

佐呂間町字永代町６７番地２ ①②以外でも相談に応じます。

・当社の公休表によるシフト制
パート労働者・～(期間の定めなし)

雇・労
861円～861円 資格:普通自動車運転免許必須

経験:不問/ＰＣデータ入力程度

年齢:不問
株式会社　丸栄　吉野商店


