
●　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。

形態・就業地
雇用期間

更新の有無

フルタイム

正社員・紋別市
157,000 8:30～18:00

北海道紋別市港町7丁目３－１９

正社員・紋別市 156,000 6:30～15:00

北海道紋別市幸町４丁目１番１６号

正社員以外・紋別市
208,800 7:30～16:00

北海道紋別市元紋別４番地の３

パートタイム

パート・紋別市
876 8:15～17:15

北海道紋別市渚滑町元新２丁目１６９番２

パート・紋別市
865 7:30～11:30

北海道紋別市渚滑町１丁目２番１号

パート・紋別市 862 6:30～10:30

北海道紋別市幸町４丁目１番１６号

パート・紋別市 900 9:00～15:30

北海道紋別市花園町３丁目　イオン紋別店内

パート・紋別市 1,000 17:00～20:30

北海道紋別市北浜町２丁目６番３６号

パート・紋別市
900 10:00～14:00

北海道紋別市本町６丁目１－９

パート・紋別市
923 15:00～16:30

北海道紋別市本町４丁目２－５　プラザミリオン１Ｆ

ハッピーハウス　有限会社 ホールスタッフ ＊飲食店におけるホール業務全般をして
いただきます・お客様の注文を聞き取り
し、料理を提供する。 ・店内清掃、レジ会
計などその他付随する作業全般。 ・休日
については、毎月希望を聞きシフトを作成
しています。 ★制服貸与あり。 

不問

2
人雇用期間の定めなし

不問 ～ 16:00～21:0001060-  611111

雇用 労災 900 17:00～21:30

令和3年4月16日 (金)

事業所名
求人番号
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 免許資格
年
齢

賃金 就業時間
求
人
数

ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１

1
人

北雄ラッキー　株式会社　シテ
イもんベつ店

清掃担当 主に清掃担当スタッフとして、店内の清掃
全般および接客業務に従事します。 床掃
き・磨き掃除、トイレ清掃、バックヤードの
清掃を行っていただきます。＊勤務日数
応相談＊土・日・祝日勤務出来る方。 ＊
半年毎の契約更新になります。 ＊ユニ
フォームの貸与あり。 

不問

1
人

大原病院 調理員 入院患者へ提供する給食の調理等の一
般業務に従事します。・調理 ・配膳 ・後片
付け等 ≪食数：１２０食程度／日≫※経
験がなくても出来る仕事です。丁寧に指
導します。 ※面接時に応募書類を持参し
て下さい。 

調理師あれば尚可

1
人

大原病院 調理員（フルタイム） 入院患者へ提供する給食の調理等の一
般業務に従事します。 ・調理 ・配膳 ・後片
付け等 
≪食数：１２０食程度／日≫ ※経験がなく
ても出来る仕事です。丁寧に指導します。 
※面接時に応募書類を持参して下さい。 

調理師あれば尚可

1
人雇用期間の定めなし

不問 ～ 11:00～19:30
01060-  609011

雇用 労災 健康 厚生 180,000 6:30～12:00

北耀産業　有限会社 造林作業員 山林にて、鍬（くわ）、鎌（かま）、刈払機、
チェンソー等を使用し、植栽・育林作業を
おこないます。＊かぶれや虫さされ等が
発生する場合があります。 ＊山の斜面で
の作業となりますので、ある程度の体力
が必要となります。★１年毎の更新。 正職
員への登用の可能性があります。

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）

2
人

令和3年5月1日～令
和4年4月30日

不問 ～
01060-  605811

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

雇用 労災 健康 厚生 348,000

雇用期間の定めなし
不問 ～ (の間の6時間)01060-  613811

雇用 労災 1,000

株式会社　かけはし 機能訓練指導員 当社デイサービスにて、利用者様に対す
るリハビリ、レクリエーション活動への支
援、介護業務全般（食事、入浴介助、送
迎など）に従事します。＊採用時には、就
職支度金として１０万円の支給がありま
す。☆日曜日以外は、希望をとりシフトを
作成しています。 週３～５日の勤務日数
です。 

普通自動車運転免許
必須、看護師又は准
看護師いずれかの免
許・資格所持必須

6ヶ月
不問 ～

01060-  607511

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 865

雇用期間の定めなし
不問 ～ 13:00～17:00

01060-  610911

雇用 労災 1,000 8:00～12:00

有限会社　丸富渡辺水産 食堂店員 食堂業務全般、その他付随する業務 
・調理補助 ・接客、レジ ・配膳、食器洗い 
※休日・勤務時間など労働条件について
は相談させていただきます 
≪≪　急　募　≫≫

不問

1
人雇用期間の定めなし

不問 ～
01060-  602911

労災 1,200

寿司処みらく ホール係及び調理補助 ●寿司処みらくにおいてホール係及び調
理補助に従事します、簡単な調理及び盛
り付け、調理器具、食器等の洗浄、配膳
等もあります。　●社用車にて買いもの・
配達も有ります。 ●働く時間や曜日など
希望のある方は是非ご相談下さい。 時間
は相談に応じます。 

普通自動車運転免許
必須

2
人雇用期間の定めなし

不問 ～ 17:00～22:00
01060-  603111

雇用 労災 1,050

株式会社　共立メンテナンス
紋別支店

清掃員（クリーン・ク
ルー）

保育園の清掃業務に従事します。 ＊教
室、共用部分（ホール、トイレ、玄関等）
の、床掃除（拭き　・掃き掃除の他、掃除
機の使用あり）、窓ふきなど。 その他、掃
除に付随する業務。　 
 

不問

1
人～令和4年3月31日

不問 ～
01060-  604711

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

労災 923

浜口　歯科医院 受付　兼　院内業務 当院において受付・会計・パソコン入力・
電話応対・清掃・介助等の業務に従事し
ます。＊明朗快活でコミュニケーション能
力のある方を希望します。＊制服と
シューズは貸与します。＊親切・丁寧に
指導させていただきます。

不問

1
人雇用期間の定めなし

不問 ～ 8:30～12:30
01060-  614211

雇用 労災 健康 厚生 180,000

ハローワーク紋別

発行日ハローワーク求人情報 市内版


