ハローワーク求人情報 町村版

発行日

平成30年7月6日 (金)

ハローワーク紋別

● 応募を希望される方は、ハローワークで発行する「紹介状」が必要です。
● 応募方法や求人内容の詳細は、ハローワーク紋別（ＴＥＬ ０１５８－２３－５２９１）までお問い合わせ願います。
（開庁時間は土曜・日曜・祝日・休日を除く月～金曜の８：３０～１７：１５）
※ 直接、求人者へのお問い合わせはご遠慮ください。
● ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合もありますのでご了承願います。
事業所名
求人番号
所在地

形態・就業地
雇用期間の定め
更新の有無

職種名
加入保険

ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１

免許資格

年
齢

仕事の内容
雇用期間

賃金

就業時間

1,500

15:50～17:50

求
人
数

７月６日発行
パート・滝上町 北海道教育庁オホーツク教育
局

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

契約更新の可能性な
し

正社員以外・滝上町
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）
契約更新の可能性あ
り（条件あり）

学校サポーター（滝上高 ○滝上高等学校において放課後、予習・ 教育職員免許状
復習等をする生徒の学習補助業務全般 教職経験
等学校）
に従事していただきます。

01180- 1344481
網走市北７条西３丁目 北海道オホーツク合同庁舎２階

北海道教育庁オホーツク教育
局
01180- 1337781
網走市北７条西３丁目 北海道オホーツク合同庁舎２階

正社員以外・興部町

清掃センター 株式会社

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

01180- 1328781

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

網走市字潮見２丁目２番１０号

沙留 漁業協同組合

※

平成30年7月25日～平
成31年3月31日

労災
臨時事務職員（滝上高
等学校）

○滝上高等学校において学校事務補助
業務全般に従事していただきます。・パソ
コンによる文書作成（エクセル・一太郎・
ワード）・電子メール操作による文書収受
・電話及び来校者への接遇・印刷・校舎
雇用 労災 健康 厚生 内簡易清掃

車両運転業務（興部）

雇用 労災 健康 厚生

不問

不問※パソコン操作が可
能であること（Ｅｘｃｅｌ及び
一太郎、Ｗｏｒｄの操作）

1
人

～
1,500
142,590 8:15～16:45

不問

～

平成30年7月1日～平
142,590
成30年12月31日
網走開発建設部 興部道路事務所にお 普通自動車免許（ＡＴ
140,000 8:30～17:15
いて、車両運転業務に従事していただき 限定不可） ２種免許
ます。【主な業務】・公用車の運転（職員 があれば尚可
不問 ～
の送迎）・車両管理（日常点検・洗車・車
内清掃等）・その他、付随する業務

水産加工一般

【水産加工品の製造全般】 ホタテ：貝剥
き、冷凍貝柱製造の機械制御。カニ ：タ
準社員・興部町
ラバ・ズワイ加工の補助業務。冷凍ボイ
ル毛ガニの製造業務。鮭：ドレス、山漬
雇用期間の定めあり
け、新巻製品の製造業務。その他：冷凍
（4ヶ月以上）
01060- 1125981
製品の在庫管理、資材管理。（パソコン使
雇用 労災 健康 厚生 用）原料運搬（ホタテ他）、冷凍庫への製
契約更新の可能性あ
北海道紋別郡興部町字沙留１４３番地の１
品入庫。これらの中から適宜通達しま
り
興部町国民健康保険病院において、日
株式会社 メンティス 紋別営 清掃員（興部町国民健 す。
常清掃業務に従事します。＊廊下、ロ
康保険病院）
パート・興部町 業所
ビー、病室、階段、風呂、宿直室等の掃
き掃除、拭き掃除、モップ掛け等。＊トイ
雇用期間の定めなし 01060- 1121181
レ掃除（女子トイレ含む）、消耗品の補充
雇用 労災 健康 厚生 等。制服の貸与あり、上靴はご自分でご
用意願います。
北海道紋別市落石町４丁目２２番の１

～平成31年3月31日

1
人

1
人

150,000

普通自動車免許（ＡＴ
140,000 8:00～16:30
限定不可）ほかに
フォークリフト免許があ
れば尚可 ※パソコ 不問
～
8:00～14:15
ン操作ができる方

1
人

190,000

12ヶ月
不問

810
不問

8:00～16:00
1
人

～
900

６月２９日発行
清掃業務
雄武町観光開発 株式会社
パート・雄武町 オホーツク温泉ホテル 日の出
岬
雇用期間の定めなし 01060- 1116681
北海道紋別郡雄武町字沢木３４６－３

オホーツク環境施設管理株式
正社員・滝上町 会社
雇用期間の定めなし

正社員・雄武町
雇用期間の定めなし

正社員以外・興部町
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）
契約更新の可能性な
し

正社員以外・興部町
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

契約更新の可能性あ
り

雇用 労災

ホテル館内において、清掃スタッフとして 普通自動車免許（通勤
従事します。＊ルームメイクおよびベッド 用）
メイク。＊浴場、ロビー、トイレ、階段等の
清掃・補充業務。＊ゴミ回収・分別等。＊
その他、清掃に付随する業務。◆就業時
間は、相談のうえ希望を考慮できます。

下水道処理施設 運転・ ＊下水道終末処理場施設の運転管理点 普通自動車免許（ＡＴ
検作業及び一般廃棄物最終処分場の水 限定 不可）※パソコ
点検員
質管理、検査など＊薬品を扱う作業。＊ ン操作可能な方

その他、緊急時に時間外・休日出勤とな
る場合があります＊屋外での作業（草刈
り、場内除雪作業など）採用後、必要な資
雇用 労災 健康 厚生 格免許を取得していただきます。（危険
紋別市大山町２丁目５４番３４号
物・ﾎﾞｲﾗｰ技士・酸素欠乏危険作業主任
【ハイヤー業務】＊ハイヤーにお客を乗
乗務員
第一ハイヤー 株式会社
せ、希望の場所まで送り届け、運賃の受
取等。
【運転手業務】＊保育児を乗せ所定の場
所～保育園間を送迎する。＊患者様を乗
01060- 1113181
せ雄武町国民健康保険病院まで、雄武
町内の決まったルートを運行する。＊医
雇用 労災 健康 厚生
師の送迎。（雄武町～名寄・旭川など）
北海道紋別郡雄武町本町
北海道オホーツク総合振興局 一般事務員（期間雇用） 職員の補助的業務（文書管理等）を行い
ます。※雇用期間は採用日から２カ月
網走建設管理部 興部出張所
間。※賃金について予算の都合により表
01060- 1105181
示の金額に対し増減することがあります。
（詳細は面接時に説明します）
雇用 公災
北海道紋別郡興部町字興部１０８番地
社会福祉法人 興部町社会福 介護職員（デイサービス 町福祉保健総合センター“きらり”内ディ
サービスセンターでの介護業務に従事し
センター）
祉協議会
ます。（利用者への入浴、排せつ、食事、
レクリエーション等）雇用期間は、採用日
01060- 1106081
から３年間となります。

820

8:30～13:30

以

～

14:00～18:00

下

1,000

18:00～22:00

契約更新の可能性あ
り

01060- 1107381
紋別郡興部町字興部１３８番地１
興部町福祉保健総合ｾﾝﾀｰきらり内

労災

1
人

～

下 300,000
普通自動車二種免許（Ｈ
19年6月1日以前取得
者）、中型自動車二種免
許（Ｈ19年6月2日以降取
得者）、準中型自動車二
種免許（Ｈ29年3月12日
以降取得者）又は大型二

平成30年8月15日～
不問 ※パソコン操
作可能な方

59 160,000 7:00～17:00
以

～

7:30～18:00

142,590 8:45～17:30
不問

2ヶ月

1
人

～
142,590

●普通自動車免許（ＡＴ
限定可）●介護福祉士
もしくはホームヘルパー２
不問
級以上もしくは 介護職
員初任者研修修了者

140,000 8:30～17:30

36ヶ月

150,000

（利用者への入浴、排せつ、食事、ﾚｸﾘ
もしくは 介護職員初任
ｴｰｼｮﾝ等）雇用期間 採用日から３月末 者研修修了者
日まで 契約更新の可能性あり＊休日は
事前に希望を聞き、シフトを作成していま
～平成31年3月31日
す。お子様の行事等考慮できます。

1
人

下 160,000 12:00～1:00

社会福祉法人 興部町社会福 介護職員（デイサービス 町福祉保健総合センター“きらり”内ﾃﾞｨ 介護福祉士 もしくは
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰでの介護業務に従事します。 ホームヘルパー２級以上
センター）
パート・興部町 祉協議会
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

2
人

59 180,000 8:30～17:15
以

01060- 1115381

紋別郡興部町字興部１３８番地１ 雇用 労災 健康 厚生
興部町福祉保健総合ｾﾝﾀｰきらり内

59

不問

～

1
人

945

9:00～16:30

～

9:45～14:00

995

2
人

