ハローワークえんがる

【職種】

募集人数

就業場所の情報
雇用形態
賃金額

求人情報

加入保険

○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。

仕事の内容

就業時間①
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

遠軽町大通北１丁目
正社員・常用

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～240,000円

有限会社 遠軽アポロ 石油商会

○ガソリンスタンド業務及び燃料販売等の業務に従事して頂きます。
・ガソリンスタンドにおける給油、オイル交換、タイヤ交換等、車両の軽整備
・燃料配達業務
・ＬＰＧ、暖房機器等燃焼機器の配管、修理、販売
・電話応対
・会計業務

北海道紋別郡遠軽町大通北１丁目

【総務事務員】
特別養護老人ホーム湧愛園

1名募集 ○当法人の総務事務に従事して頂きます。

紋別郡湧別町上湧別屯田市街地３３５番地の２
正社員・常用

雇用・労災・
健康・厚生

155,800円～255,350円

社会福祉法人 上湧別福祉会

・経理事務
（社会保険手続、賃金等の労務管理及び、会計ソフトへの入力、管理 等）
・介護保険関係事務
（介護保険請求事務 等）

北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地３３５番地の２

【保育士（代替）】
「ひがし保育所」 「にし保育所」
「みなみ保育所」 のうちいずれか

④8:00~19:00の8時間程度 / 定休:他
業務カレンダーによる
＊４週６休、曜日不定、年始、お盆休み
（１カ月単位の変形労働時間制に基づく業務カレンダーによ
る）
資格:普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）
※危険物乙４、丙種あれば望ましい
経験:不問
年齢:不問

①9:00~17:40

②9:00~12:20

定休:日祝他
４週６休
＊年末年始（１２／３０～１／４）
資格:普通自動車免許（ＡＴ限定可）
経験:経験者優遇
年齢:不問

2名募集 ０歳児から５歳児の保育業務全般に従事していただきます。

・食事やオヤツのお世話
・遊び、お散歩、睡眠のお世話
北海道紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地１ ・乳幼児の授乳
パート労働者・～H31/3/31(更新有)
・オムツ交換、着替えのお世話
公災
・その他関連する保育業務全般
966円～966円
遠軽町役場
北海道紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地１

【給油及び一般事務員】
ホクレンサロマ給油所

1名【急募】

○当スタンドにて給油作業及び事務作業をおこなっていただきます。

株式会社 サロマ農機車輌センター
北海道常呂郡佐呂間町字宮前町９７番地３

④7:30~18:30の2時間以上 / 定休:日祝他
・就業時間は２時間～７時間４５分の範囲で応相談
・休日は日曜日、祝日、年末年始
資格:保育士【必須】
経験:不問
年齢:不問

①8:30~17:00
定休:日他

・燃料の給油
北海道常呂郡佐呂間町字宮前町９７番地３
・パソコン（エクセル）を使用し顧客データ等の書類作成
・ＰＯＳレジ入力作業
正社員以外・12か月間(原則更新)
雇用・労災・
健康・厚生 ・売上げの集計など売上げ管理業務

130,000円～130,000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

1名募集
【ガソリンスタンド従業員】
有限会社 遠軽アポロ 石油商会

平成30年７月１週号（毎週金曜日発行）

求人番号
＊賃金は経験及び能力等に応じて決定いたします。
＊業務に必要な資格について、お持ちでない方は採用後資格取得を目指
していただきます。
＊資格取得の為の日程調整等は考慮いたします。また、１回目の試験料
は当社が負担します。
※高圧ガス販売主任者第二種、液化石油ガス設備士、石油機 器技術
管理士あれば尚可
＊事前に履歴書及び紹介状を郵送または持参してください。書類選考後
面接日時をご連絡いたします。

求人番号:01052- 725381
※仕事に情熱を持ち、日々努力できる方を募集します。
※応募前事前見学が可能です。
※具体的な入社日について相談に応じます。
※事前に紹介状、応募書類を郵送またはご持参ください。

求人番号:01052- 677781
＊雇用期間については要件を備えている場合更新可能です。
＊通勤手当は、距離に応じて規定により支給します。
＊就業時間や労働日数は希望があればご相談に応じます。
＊契約内容に応じて有給休暇付与、各種保険加入致します。
＊事前に履歴書・紹介状・資格証の写しを持参して下さい。選考結果は
後日ご連絡致します。
＊持参先：遠軽町役場内 民生部子育て支援課

求人番号:01052- 678881
＊通勤手当は規定により上限の範囲内で支給致します。
＊経験者優遇、未経験の方にも丁寧に指導致します。

※月末や月初は時間外勤務になる場合があります。
・４週６休、年末年始休暇１２／３１～１／６
・土曜、祝日に勤務の可能性あり
（その場合は振替休日の可能性あり）
資格:普通自動車免許（ＡＴ限定可）【必須】
＊危険物取扱資格者優遇
経験:経験あれば尚可
年齢:不問

※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。

※ハローワークからのお願い※ ※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。

求人番号:01052- 672381

お問い合わせ先：
ハローワーク遠軽（0158-42-2779）

1名募集
【歯科衛生士】
「丸瀬布歯科診療所」
「白滝歯科診療所」

○歯科診療に伴う歯科衛生士業務

・歯垢及び歯石除去等の予防措置
・口腔衛生等の保健指導
・機械及び基部の消毒等の診療補助
北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町３７４番地
・その他、院内における雑務 等
正社員・常用

雇用・労災

172,000円～242,000円
北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町３７４番地

1名募集 ○歯科診療に伴う歯科衛生士業務
・歯垢及び歯石除去等の予防措置
・口腔衛生等の保健指導
雇用・労災 ・機械及び基部の消毒等の診療補助
・その他、院内における雑務 等

北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町３７４番地
パート労働者・常用

1,000円～1,500円

丸瀬布歯科診療所

北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町３７４番地

1名募集
【歯科助手】
「丸瀬布歯科診療所」
「白滝歯科診療所」

○歯科診療の補助、受付業務等

・診療準備、片付け
・医療器具等の準備、洗浄、消毒、滅菌業務
・患者様の受付、応対、誘導、会計
北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町３７４番地
・その他院内の雑務
正社員・常用

雇用・労災

162,000円～162,000円
北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町３７４番地

1名募集 ○歯科診療の補助、受付業務等

北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町３７４番地 ・診療準備、片付け
・医療器具等の準備、洗浄、消毒、滅菌業務
パート労働者・常用
雇用・労災 ・患者様の受付、応対、誘導、会計
・その他院内の雑務
850円～1,000円

丸瀬布歯科診療所
北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町３７４番地

【清掃スタッフ】
請負先事業所

1名募集 ○当施設内および周辺の清掃業務に従事していただきます。

湧別町栄町２１９番地の１
湧別町栄町１５５番地の１
正社員以外・～H31/3/31(更新有)

139,899円～139,899円

雇用・労災・
健康・厚生

③9:30~17:00

定休:日祝他

＊衛生士手当は、経験及び、能力等に応じて決定します。
＊火、木の白滝診療所の勤務について、直接通勤も可能です。
※郵送で紹介状、履歴書を事前に送付してください。書類到着後面
接日時を連絡いたします。

（１）月水金、丸瀬布診療所
（２）隔週土曜日、休憩なし
（３）火木、白滝診療所
＊お盆、年末年始休暇

求人番号:01052- 673681
＊賃金は、経験及び、能力等に応じて決定します。
＊勤務時間等は相談に応じます。
定休:火木土日祝他
＊雇用保険加入については、勤務時間によります。
＊月水金の勤務 ※午前、午後のみの勤務について相談可
※郵送で紹介状、履歴書を事前に送付してください。書類到着後面
＊週２日～の勤務の相談に応じます。
接日時を連絡いたします。
①9:00~18:30

資格:歯科衛生士免許
経験:不問
年齢:不問

①9:00~18:30

②9:00~13:00

③9:30~17:00

定休:日祝他

求人番号:01052- 674981
＊火、木の白滝診療所の勤務について、直接通勤も可能です。
※郵送で紹介状、履歴書を事前に送付してください。書類到着後面
接日時を連絡いたします。

（１）月水金、丸瀬布診療所
（２）隔週土曜日、休憩なし
（３）火木、白滝診療所
＊お盆、年末年始休暇
資格:不問
経験:歯科助手経験
年齢:不問

丸瀬布歯科診療所

【歯科助手】
丸瀬布歯科診療所

②9:00~13:00

資格:歯科衛生士免許
経験:不問
年齢:不問

丸瀬布歯科診療所

【歯科衛生士】
丸瀬布歯科診療所

①9:00~18:30

・主に施設内の掃等、ゴミ収集などの業務
・その他付随する業務
＊夏季（４月～１１月）のみ
近隣施設（運動公園）の清掃業務及び付随する業務もあります。

株式会社 共立メンテナンス オホーツク支店
北海道紋別郡湧別町中湧別北町１５８番地 ※ 日数は相談に応じます。

①9:00~18:30
定休:火木土日祝他
＊月水金の勤務 ※午前、午後のみの勤務について相談可
＊年末年始、お盆休暇
※２日以上で、勤務日数は相談に応じます。
資格:不問
経験:歯科助手経験
年齢:不問

①8:00~16:00

求人番号:01052- 675581
＊賃金は、経験及び、能力等に応じて決定します。
＊勤務時間等は相談に応じます。
＊雇用保険加入については、勤務時間によります。
※郵送で紹介状、履歴書を事前に送付してください。書類到着後面接日
時を連絡いたします。

求人番号:01052- 676481
＊通勤手当は規定により距離に応じて支給致します。

定休:他
・シフトにより曜日不定

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。

求人番号:01052- 679281

お問い合わせ先：

※ハローワークからのお願い※ ※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。

ハローワーク遠軽（0158-42-2779）

