
令和4年1月21日号（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等にてご確認ください。

定休:土日祝他

定休:他

定休:他

定休:日他

定休:日他

定休:日他

④9:00~17:00の4時間程度 / 定休:他

 ＊休憩時間について　　午前２０分、昼６０分、午後２
 ０分　　＊日曜日、その他曜日不定＊４週６休（月７～

８日の休日）
季節雇用・R4/4/1～R4/11/30(更

新無)
資格:普通自動車運転免許　　必須
経験:不問　年齢:不問

【造林作業員】 2名募集 主に遠軽町及び周辺地域にある造林業務
 に従事

 　＊下草刈り　　
 　＊地拵え　　

 　＊植付け
 　＊除・間伐

＊勤務状況、能力等に応じ、正社員として
の登用の可能性があります。

①7:00~16:00

276000円～345000円

雇・労・
健・厚

①6:30~15:30

資格:①介護福祉士必須
経験:不問/ＰＣ経験:ワード、エクセル打ち込み程度
年齢:～59歳

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 休日等の特記事項

資格・年齢・経験など 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

 ＊賃金は経験・能力に応じて決定します。

 ◆就業時間④:夜勤は月４～５回程度 遠軽町丸瀬布新町４０４番地
「特別養護老人ホーム丸瀬布ヒルトップハイツ」

社会福祉法人　丸瀬布社会福祉協会

②8:00~17:00 ③9:20~18:20

 ④１６:４５～９:３０
 ＊夜勤あり備考欄参照・シフトにより曜日不定

（月８～９日の休日）

賃金額 加入保険

※雇用期間については、変動する可能性があ
 ります。

 ※賃金は、経験等により決定します。
※その他業務に必要な資格は、入社後に取
得していただきます。
※希望があれば翌年も雇用する可能性があり

 ます。
 
 

遠軽町福路２丁目５－２５

＊詳細は「防衛省職員（非常勤職員）採
   用案内」を参照してください。

＊応募者多数の場合は早期に締め切ることが
 あります。

＊継続を希望される場合、毎年実施する公
 募に応募していただきます。

 資格:普通自動車運転免許　　必須①キャリ
アカウンセラー／アドバイザーあれば尚可

 遠軽町向遠軽２７２
　　陸上自衛隊　遠軽駐屯地

自衛隊旭川地方協力本部 ・年末年始、夏季休暇（３日）

正社員以外・R4/4/1～
R5/3/31(更新無)

経験:キャリアカウンセラー等の経験、資格のある方/ＰＣ経
験:ワード、エクセル打ち込み程度
年齢:不問

【（遠軽）退職予定自衛官
の再就職に関する業務】

1名募集
・企業訪問等による自衛隊に関する説明及び

 求人情報の収集
・企業等に対する退職予定自衛官（就職希

 望者）の就職の依頼
・就職希望者に対する就職の希望条件等につ

 いての面談・カウンセリング及び就職試験の受験
 調整・支援

・就職希望者の履歴書等の作成支援及び求
 職の手続きに関する事務

他

①8:15~17:00

求人番号:01030- 1153821
134550円～210600円

雇・公・
健・厚

【介護職員】 1名募集 ○高齢者（原則６５歳以上）の方への
 介護業務をおこなっていただきます。

 　
 　＊食事介助
 　＊排泄介助
 　＊入浴介助

 　＊その他、会話及び相談相手　等

【介護職員（正職員）】 1名募集 ○高齢者（原則６５歳以上）の方への
 介護業務全般

 

 　・食事介助
 　・排泄介助
 　・入浴介助

 　・その他、会話及び相談相手　等
 　

①6:30~15:30 ②8:30~15:30

社会福祉法人　丸瀬布社会福祉協会  ④１６:４５～８:４５（夜勤）
＊その他就業時間、求人に関する特記事項欄参照・シフト

 により曜日不定（月８～９日の休日）正社員

資格:①介護福祉士必須
経験:不問/ＰＣ経験:ワード・エクセル打ち込み程度
年齢:～59歳 求人番号:01052-   69821

③9:30~18:30
 ＊賃金は経験・能力に応じて決定します。

 ＊その他の就業時間
 　９:００～１３:００
 　９:００～２０:００

 １５:００～　０:００　　
 

 遠軽町丸瀬布新町２７４番地
「特別養護老人ホーム　グリーンプラザ」

160200円～263400円

雇・労・
健・厚

正社員

160200円～263400円

雇・労・
健・厚

求人番号:01052-   68721

株式会社　ＳＦ・管野

求人番号:01052-    6520

【育苗手】 5名募集  ・苗木の育苗
　主に苗木の植え込みや草取り、出荷等の

 業務です。
　※業務の大半は、しゃがみこんでの仕事と
なります。
　
　＊パートを希望の方もご相談に応じます。

①8:00~17:00
＊時期的な業務の繁閑により、月の平均労

 働日数が変動する可能性があります。
 ＊雇用期間は変動する可能性があります。

＊翌年も希望があれば雇用する可能性があり
 ます。

◆パートを希望の方、日数や時間などのご相
 談に応じます。

 

 遠軽町清川５２０
「佐々木産業　有限会社　　遠軽清川事業所」

佐々木産業　有限会社  休憩時間について　　午前１５分、昼６０分、午後１５
 分　　＊日曜日、その他曜日不定　　＊夏季休暇５日あり季節雇用・R4/3/1～R4/12/31(更

新無) 雇・労・
健・厚172500円～172500円 資格:不問　　経験:不問　　年齢:不問 求人番号:01052-    7820

【育苗手】 5名募集  ・山行苗木の育苗
　主に苗木の植え込みや草取り、出荷等の
業務です。
　※業務の大半は、しゃがみこんでの仕事と

 なります。　　
 

　＊パートを希望の方もご相談に応じます。

①8:00~17:00
＊時期的な業務の繁閑により、月の平均労
働日数が変動する可能性があります。

 ＊雇用期間は変動する可能性があります。
＊翌年も希望があれば雇用する可能性があり

 ます。
◆パートを希望の方、日数や時間などのご相

 談に応じます。
 

湧別町錦町３７３番地

佐々木産業　有限会社  休憩時間について　　午前１５分、昼６０分、午後１５
分

 ＊日曜日、その他曜日不定　　＊夏季休暇５日あり
季節雇用・R4/3/1～R4/12/31(更

新無) 雇・労・
健・厚172500円～172500円 資格:不問　　経験:不問　　年齢:不問 求人番号:01052-    8020

【販売スタッフ】 1名募集 ○店内販売スタッフの業務に従事していた
 だきます。

 　＊接客応対
 　＊レジ操作

 　＊商品の品出し
 　＊その他、店内の清掃　等

 

 　　　◆◆◆　急　募　◆◆◆
 

①5:45~9:30 ②17:00~22:00 ③22:00~00:15
 ※採用後、シフトについての相談に応じます。

 
※できれば土日勤務が可能な方を希望しま

 す。
 
※概ね２～３名体制での業務となります。
 
 

遠軽町南町３丁目１２－３

有限会社　江口商店　セイコーマート遠軽南
町店

・シフト制により曜日不定

パート労働者
労

889円～910円 資格:不問　　経験:不問　　年齢:不問 求人番号:01052-   66121

ハローワークえんがる 求人情報



定休:日他

定休:土日

定休:他

定休:日他

定休:土日他

定休:土日他

※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）

雇用形態 休日等の特記事項

資格・年齢・経験など

就業時間① 就業時間② 就業時間③

有限会社　ふじ美製パン ②は木曜日の勤務時間となります（応相談）。

パート労働者
労

遠軽町南町１丁目３-４８

【職種】 募集人数

仕事の内容
就業場所の情報 その他就業時間、定休日等

※ハローワークからのお願い※

求人番号

その他備考、募集内容の補足事項等

②9:30~18:30

雇・労・
健・厚

【機械製作・修理工】 1名募集  　　＊各種機械製作、鋼材等の切断、溶
 接、旋盤加工等　　　　　　　

　＊船舶の修理、部品の製作
（未経験者は上記作業の補助から始めま

 す。）　　　　　　　　　
 　＊工場内清掃

◆パートを希望の方もご相談に応じます!
◆

①8:00~17:00
 ◆パートを希望の方もご相談に応じます。

　働く時間や日数などの希望があればご相談
 に応じます。

（パートの場合、時間給１，０００～１，
 ５００円）

 

湧別町中湧別南町７１９番地

有限会社　木村鉄工機械

正社員

・第２・第４土曜日、ＧＷ４日、お盆３日、年末年始８
日

180000円～250000円
資格:普通自動車運転免許　必須①アーク溶接技能者
（基本級）あれば尚可　　経験:アーク溶接の経験
年齢:不問 求人番号:01052-   67021

【厨房職員】 2名募集 ③9:30~14:30

株式会社　ドリーム・イデア

○当社各施設で、ご利用者様（９～１
５人）の昼食の調理とおやつの提供を行っ

 ていただきます。
 

＊食材等の発注業務も行っていただきま
 す。

 

①9:30~17:30

＊始終業について応相談。
 ①の内５時間～７時間勤務
  ②の内５時間～８時間勤務パート労働者

【調理スタッフ】 1名募集 ○主に下記の業務をおこなっていただきま
 す。

 

 ＊学校給食ための洗米、計量作業
 ＊釜や食管などの洗浄作業

 ＊給食用パンの包装作業
＊市販用パンの製造補助作業など

①8:00~11:00 ②7:30~11:00

889円～889円 資格:不問　　経験:不問　　年齢:不問

湧別町上湧別屯田市街地９２－１「デイ
 サービス　らん」

加入保険
賃金額

求人番号:01052-    4720

※月平均労働日数については、海の状況及
 び天候等により、変動する可能性があります。

※雇用期間終了後に、賞与がある場合がご
 ざいます。

※次年度も就業をお願いする可能性がござい
 ます。（技術・能力に応じ）

 

佐呂間町字若里５５－１

求人番号:01052-   65921

雇・労
890円～920円

資格:普通自動車運転免許　　必須
経験:不問　　年齢:不問

【水産加工兼資材修理員】 1名募集  　・カキの手入れ　　　　　　　　　　　
　・網や入れ物等、ホタテの養殖に関する資

 材の修理
 

※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。

 

①6:30~15:30

※当社各施設（３カ所あり）の担当となりま
 す（勤務表による）。

 
 米福利厚生費の充実

１介護福祉士及びケアマネの受験費用（交
 通費含む）全額会社負担

 ２弊社主体の受験前の受験対策講座開催
 ３受験対策講座に付帯して模擬試験の開催

 

井田　漁業部　　井田　栄 ＊作業内容により早出出勤をお願いすることがあります。
（応相　　談）・日曜日、その他曜日不定（漁の状況等に
より変動あり）、ＧＷ、お盆休み（８月１２日～１６
日）

季節雇用・R4/4/10～
R4/12/20(更新無) 雇・労

250000円～250000円 資格:不問　　経験:不問　　年齢:不問

求人番号:01052-   64621

 
 
 

【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
※雇用期間は、受注状況により変動する場

 合があります。
 
＊希望により次年度以降も採用の可能性が

 あります。

湧別町開盛４１

遠軽舗道　株式会社 ＊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・R4/5/9～R4/12/3(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 求人番号:01052-    2120

【舗装作業員】 1名募集   ○　官公庁及び民間工事の舗装作業
 　（作業現場:遠紋地域・網走管内）

 

 　　　　　　　　　【　急　募　】
 

①8:00~17:00
※雇用期間は、受注状況により変動する場

 合があります。
 
＊希望により次年度以降も採用の可能性が

 あります。
 

湧別町開盛４１

遠軽舗道　株式会社 ＊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・R4/5/9～R4/12/3(更新無)
雇・労・
健・厚

210000円～273000円
資格:普通自動車運転免許　必須
経験:不問　　年齢:不問 求人番号:01052-    3420


