ハローワークえんがる
【職種】

求人情報

○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。

募集人数
就業場所の情報
雇用形態
賃金額

就業時間①

加入保険

仕事の内容

就業時間②
就業時間③
その他就業時間、定休日等
休日等の特記事項

1名【急募】 ○有料老人ホームにおける夜間帯２１：００～８：００専門に従事していただきます。

・入居者様への介助・生活サポート
・居室の巡回および入居者様の安否確認
北海道紋別郡湧別町中湧別中町７２６
・施設環境整備（清掃業務）
パート労働者・12か月間(更新有)
雇用・労災 ・その他施設業務

1,000円～1,100円

株式会社 ドリーム・イデア ◎事業全体の充実を目指すため、「優しくて」 「前向きで」「仕事を楽しめる」スタッフを募集しま
北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地１３８番地 す。

【施設職員兼訪問介護員】
リビングケア・オリーブ

1名【急募】 ○有料老人ホームにおける介護業務に従事していただきます。

・入居者様への介助・生活サポート
・居室の巡回および入居者様の安否確認
北海道紋別郡湧別町中湧別中町７２６ ・入居者様とのレクリエーション活動
・１階フロア対応（来客者への対応）、施設環境整備（清掃業務等）
正社員以外・12か月間(原則更新)
雇用・労災・
・その他施設業務

136,000円～155,760円

発行：遠軽町一条通北四丁目 ハローワーク遠軽
その他備考、募集内容の補足事項等

資格・年齢・経験など

募集企業の情報

【施設夜勤専門員】
リビングケア・オリーブ

平成３０年５月４週号（毎週金曜日発行）

健康・厚生

株式会社 ドリーム・イデア ※介護技術が必要ですが、就労中に身に付けることも可能です。資格取得も支援いたしますので、未経
北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地１３８番地 験の方も安心して働くことが出来ます。

1名【急募】
【施設夜勤専門員】
グループホーム上湧別館

グループホームにおける夜間帯２１：００～９：００専門に従事していただきます。
・ご利用者様への介助・生活サポート
・居室の巡回および入居者様の安否確認
北海道紋別郡湧別町中湧別北町２３番地７
・施設環境整備（清掃業務）
パート労働者・12か月間(原則更新)
・その他施設業務

①21:00~8:00
定休:他
＊その他、所属施設のシフトによる。
＊希望休あり応相談。
資格:介護初任者研修修了・ホームヘルパー２級あれば尚可
（介護資格無資格者も応相談）普通自動車免許（ＡＴ限
定可） 経験:未経験者歓迎
年齢:不問

求人番号
＊正社員登用、無期雇用への転換あり。（最短６ヶ月。勤務態度、勤
務評価、本人希望により役員面接にて決定）
＊ご応募前の見学が可能です。ご相談ください。
※１か月１１日～１３日勤務をしていただきます。（週２～３日勤務
予定）
※週１～２日勤務希望の方もお気軽にご相談ください。
※面接は本社で行います。（上湧別町屯田市街地１３８番 地）
※採用後、研修があります。

求人番号:01052- 532181

＊夜勤２１：００～８：００（休憩は１８０分）
＊就業時間はシフトにより一日４～８時間の勤務。月１６０～１７７
④7:00~21:00の6時間程度 / 定休:他
時間程度の勤務となります。
夜勤月４回程度あり。変形労働時間制に基づく１日４～８ｈ ＊応募前の見学も可能です。
のシフト。※特記事項参照
＊正社員登用、無期雇用への転換あり。（最短６ヶ月。勤務 態度、勤
＊希望休あり応相談。
務評価、本人希望により役員面接にて決定）
※採用後、研修があります。

資格:介護初任者研修修了またはホームヘルパー２級あれば尚可
（介護資格無資格者の応募可）普通自動車免許（ＡＴ限定
可） 経験:未経験者歓迎
年齢:不問

求人番号:01052- 533081
＊正社員登用、無期雇用への転換あり。（最短６ヶ月。勤務態度、勤
務評価、本人希望により役員面接にて決定）
＊ご応募前の見学が可能です。ご相談ください。

①21:00~9:00
定休:他
＊その他、所属施設のシフトによる。
＊希望休あり応相談。

※１か月１１日～１３日勤務をしていただきます。（週２～３日勤務
予定）
資格:介護初任者研修修了またはホームヘルパー２級あれば尚 ※週１～２日勤務希望の方もお気軽にご相談ください。
1,222円～1,444円
※面接は本社で行います。（上湧別町屯田市街地１３８番 地）
可（介護資格無資格者も応相談）
株式会社 ドリーム・イデア ◎事業所の声◎事業全体の充実を目指すため、「優しくて」 「前向きで」「仕事を楽しめる」
※採用後、研修があります。
普通自動車免許（ＡＴ限定可、必須）
スタッフを募集します。
求人番号:01052- 534381
北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地１３８番地
経験:未経験者歓迎
年齢:不問
雇用・労災

1名募集
【フロントスタッフ】
株式会社 ホテルサンシャイン
遠軽町大通北１丁目１番１号
正社員以外・常用

154,712円～154,712円

雇用・労災・
健康・厚生

オホ－ツク観光開発 株式会社 ホテルサンシャイン

◎ホテルにおけるフロント業務全般

北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目１番１号

・新車、中古車の販売
・自動車保険等の販売および事務手続き
・新車、中古車の納車および点検のための引取り業務
北海道紋別郡遠軽町南町３丁目２番地１１３
・契約書や見積書作成等のパソコン入力
正社員・常用
雇用・労災・
・お客様へのアフターフォロー等
健康・厚生

株式会社ホンダプリモ遠軽 ＊販売エリアは遠軽町、湧別町、佐呂間町が中心です。
北海道紋別郡遠軽町南町３丁目２番地１１３

②12:00~21:00

定休:他

・電話及び接客応対
・チェックイン及びチェックアウトのお客様への対応
・事務（日報等）
・その他、簡単なパソコン入力等

1名募集
【営業職】
株式会社ホンダプリモ遠軽

193,500円～242,500円

①8:00~17:00

・シフト制による会社カレンダーによる
＊お盆、年末年始等のシフト希望は応相談
資格:不問
経験:経験あれば尚可
年齢:不問

①9:00~18:00
定休:日祝
＊休日は日曜の他、会社カレンダーによる
＊年末年始、ＧＷ、夏季休暇あり
資格:普通自動車免許（ＡＴ限定不可）
経験:業種問わず営業経験あれば尚可
年齢:35歳以下(３号のイ)

※ハローワークからのお願い※ ※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。
※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。

◎考課による正社員登用有り
・正社員
月給１６７，７００～（住宅手当、食事手当含む）
昇給賞与あり。
※経験者は面接時に正社員での採用も考慮いたします。

求人番号:01052- 531281
＊採用後は中古自動車査定士などの必要な資格を取得を目指して
いただきます。（費用負担制度あり）
＊業務にはマイカーを使用していただきます。
（準社用車手当として支給いたします。）
◎応募書類を事業所宛て郵送又は持参してください、後日ご本人へ
直接ご連絡いたします。
求人番号:01052- 529581

お問い合わせ先：
ハローワーク遠軽（0158-42-2779）

【地域おこし協力隊（観光振興）】 1名募集 ○観光協会を活動の拠点とし、魅力ある道の駅づくりを推進するとともに、オープン後においてはスタッフと ①8:45~17:30

遠軽町役場
遠軽町１条通北３丁目
正社員以外・H30/8/1～H31/3/31(原則更新) 雇用・公災・
健康・厚生
187,000円～187,000円

遠軽町役場

して活動していただきます。
・道の駅の開業準備を始めとする関連する業務
・観光協会に関連する業務
・各種イベントのサポート、来訪者への案内等
＊転居時期等に合わせ、雇用開始日の相談に応じます。
＊人と関わることが好きな方、さまざまな事に意欲的に取り組める方歓迎いたします。

北海道紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地１

1名【急募】 栄養士の指示に基づき、調理業務に従事していただきます。
【調理スタッフ】
社会福祉法人 北海道家庭学校 ・食材切り込み等調理業務
・盛り付け、配膳作業

北海道紋別郡遠軽町留岡３４番地

パート労働者・～H31/3/31(更新有)

850円～850円

雇用・労災

・食器洗浄および厨房内清掃作業
・その他、ごみ出し等付随する業務

社会福祉法人 北海道家庭学校

【工員】

北海道紋別郡遠軽町留岡３４番地

1名【急募】 ・主に爪楊枝や割り箸等の生産加工の業務

・検品、ラベル貼り、袋詰め作業
遠軽町東町３－５ ・その他、清掃等付随する業務

やなぎプロダクツ株式会社 北海道事業部
正社員以外・常用

137,760円～137,760円

雇用・労災・
健康・厚生 ※単調な仕事のため、根気のある方及び手先の器用な方を希望します。

やなぎプロダクツ株式会社 北海道事業部
北海道紋別郡遠軽町東町３丁目５

1名募集
【店内業務員】
株式会社 Ａコープサロマ
北海道常呂郡佐呂間町字永代町５７番地１
正社員以外・常用

140,130円～140,130円

雇用・労災・
健康・厚生

株式会社 Ａコープサロマ
北海道常呂郡佐呂間町字永代町５７－１

＊雇用期間は年度毎の更新で最大３年です。
＊都市地域等（過疎地域等以外）に居住している方が対象です。
定休:他
（詳細は遠軽町役場総務部企画課へ）
＊月に１７日の勤務であるため、休日は職務 実態に応じて
＊通勤手当は、距離に応じて規定により支給します。
所属長が決定します。
◎遠軽町ＨＰ「遠軽町地域おこし協力隊を募集します」も併せてご確
資格:普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
認ください。
経験:日常的にパソコンを利用し一般的な操作（ワード、エクセ
ル、メール等）ができる方
年齢:不問

①9:00~14:00
定休:日他
・日曜日、その他曜日不定（シフト制）
資格:不問
経験:不問
年齢:不問

求人番号:01052- 528981

①8:00~17:00

※賃金は、６，５６０円×２１日で月額換算しています。
※通勤手当は、規定により距離に応じて支給します。
※将来的に、正社員として登用される可能性があります。

定休:土日祝

資格:不問
経験:不問
年齢:40歳以下(３号のイ)

○当事業所店舗にて業務全般をおこなっていただきます。
・加工、製品化の作業
・仕入れ等発注業務
・レジ業務
・店内商品の管理業務
・その他付随する業務全般

④8:30~19:00の8時間程度 / 定休:他
シフト表にて調整し週４０時間に定めています。
定休日は第１・第３日曜日
資格:普通自動車免許（ＡＴ限定可）
経験:不問
年齢:不問

【（請：遠軽）食堂食器洗浄員】 2名募集 ☆ 食堂内の食器洗浄および清掃を行っていただきます。

請負先事業所
北海道旭川市６条通８丁目３６－２５ セントラル旭
パート労働者・常用

810円～890円

・ 洗浄機を使用しての食器洗浄となります。
・ ゴミの処理
・ テーブルの拭き掃除や床の拭き、掃き掃除 等

雇用・労災

キョウワプロテック 株式会社 旭川事業所 ＊ 作業は簡単なので、どなたでも応募できます。
北海道旭川市６条通８丁目３６－２５ セントラル旭川ビル４階 ＊ 就業場所での面接も可能ですので、ご相談下さい。

【ホタテの貝むき（湧別町緑町）】 4名募集 ◇ホタテの貝むき作業
（専用のヘラを使って貝からホタテを取る作業）

派遣先
湧別町緑町３３－１４

＊日払い制度あり
健康・厚生 ＊無料送迎あり
154,800円～154,800円
株式会社 アスクゲートイースト 北見店 ＊送迎業務も募集しています。会社貸し出しのワゴン車にて数名を乗せて出勤していただき
北海道北見市中央三輪１丁目３７１－７ ます。
◇ホタテの貝むき作業
【ホケテの貝むき（湧別町登栄床）】 3名募集 （時給１００円アップ）
（専用のヘラを使って貝からホタテを取る作業）

④5:45~19:15の2時間程度 / 定休:他
＊シフト制
１日１．５～８ｈのシフト制週２０時間程度の勤務です。
資格:不問
経験:不問
年齢:不問

湧別町登栄床

＊日払い制度あり
＊無料送迎あり
健康・厚生
145,125円～145,125円
株式会社 アスクゲートイースト 北見店 ＊送迎業務も募集しています。会社貸し出しのワゴン車にて数名を乗せて出勤していただき
北海道北見市中央三輪１丁目３７１－７ ます。
（時給１００円アップ）

◎パートを希望の方もご相談に応じます。
例：１日４～５時間、週３～４日程度など
◎仕事の内容について希望があればご相談に応じます。
例：レジ以外を希望など

求人番号:01052- 527681
＊ 賃金支払日は翌月月末となります。
＊ 就業時間、休日は相談に応じます。
（希望休や固定シフトも可能です）
＊ 各種保険は加入要件を満たす場合加入いたします。
＊ 欠員補充

求人番号:01030- 7898081

定休:日他
・シフト制

有期雇用派遣・H30/6/1～H30/12/26(更新無) 雇用・労災・

派遣先

求人番号:01052- 526381
＊未経験の方でも研修等有りますので安心です。
＊隔月の月末に棚卸作業のため残業があります。

＊通勤手当は当社規定により支給
＊賃金支払日は翌月の末日です。
＊マージン率（派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の
派遣料金に占める割合）は３０．８％
＊履歴書については、持参可能な方はご用意の上
来社下さい。（持参必須ではありません）

①8:00~17:30

資格:不問
経験:不問
年齢:不問

①7:30~16:30

求人番号:01052- 530881
※土曜日及び祝日に出勤が可能な方を希望します。
※通勤手当は距離に応じて、規定内で支給します。
※事前に履歴書および紹介状を郵送又は持参して下さい。
面接日時は後日連絡いたします。

求人番号:01050- 2715681
②7:00~16:00

定休:日他
・シフト制

有期雇用派遣・H30/6/1～H30/11/30(更新無) 雇用・労災・

資格:不問
経験:不問
年齢:不問

※ハローワークからのお願い※ ※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。
※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。

＊通勤手当は当社規定により支給
＊賃金支払日は翌月の末日です。
＊マージン率（派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の
派遣料金に占める割合）は３０．８％
＊履歴書については、持参可能な方はご用意の上
来社下さい。（持参必須ではありません）

求人番号:01050- 2716981

お問い合わせ先：
ハローワーク遠軽（0158-42-2779）

