
令和3年10月22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:日祝他

定休:他

定休:日他

定休:他

定休:日祝

定休:他

④10:00~18:00の4時間程度 / 定休:水他

【クリーニング店舗受付スタッフ
（工場前店）】

1名募集
  ・クリーニング店の受付、引き渡し業務

 ・電話、来客応対業務
 ・清掃

 ・専用端末を使用した伝票発行
・金銭管理
 

①15:00~18:30
＊隔週日曜日また、祝日勤務可能な方を希

 望します。
 ＊短時間（２時間程度）の勤務希望もご

 相談に応じます。
＊プラザコープ店との掛け持ちを希望の方もご

 相談に応じます。
 

遠軽町大通北１１丁目「工場前店」

株式会社　石山　クリーニング店  ・休日:シフト制。　年末年始休みあり。

パート労働者
労

889円～889円 資格:不問　　経験:不問　　年齢:不問 求人番号:01052-  996011
＊隔週日曜日、また祝日勤務可能な方を希

 望します。
 

 遠軽町大通北２丁目「プラザコープ店」

株式会社　石山　クリーニング店

パート労働者

 ・休日:シフト制。　年末年始休みあり。

889円～889円 資格:不問　　経験:不問　　年齢:不問 求人番号:01052-  997311

雇・労・
健・厚

求人番号:01052- 1002511

【生乳検査補助スタッフ】 1名募集 ○生乳検査員の指示の元、補助業務を行
 います。

 

 ・検査機器の操作
 ・検査用サンプル瓶の洗浄／整理

・検査用サンプルの受払

①10:00~16:00 ②10:30~16:30
＊雇用期間は６カ月毎の契約更新となりま

 す。
 佐呂間町

（事業所の意向により非公開） 土曜日出勤の場合は９時～１２時勤務・週により土曜日
出勤あり。

パート労働者
雇・労

900円～910円 資格:不問　　経験:不問　　年齢:不問 求人番号:01052-  995411

労

【クリーニング店舗受付スタッフ
（プラザコープ店）】

1名募集
  ・クリーニング店の受付、引き渡し業務

 ・電話、来客応対業務
 ・清掃

 ・専用端末を使用した伝票発行
・金銭管理
 

求人番号:01030-14192111
160000円～160000円

雇・労・
健・厚

【管理宿直専門員（夜勤）】 1名募集
○主に女児または小学男児の居住棟にお

 いて、夜間勤務をおこなっていただきます。
 

 ・児童の居住棟施設内の見廻り
 ・夜間における児童の把握と支援

 ・その他の雑務

　　　　　■□■　急　募　■□■

【農産物加工員】 5名募集 農産物（かぼちゃ、たまねぎ、にんじん等）
 の加工業務全般

 

　※　タマネギの皮をエアーで剥き、両端を
 カットする作業

 　※　かぼちゃのカット、綿を取る作業
 

 　　　　　■□■　急　募　■□■
 

①8:00~17:00

スノー食品工業　株式会社 ※就業時間は相談に応じます・日曜日、その他曜日不定

正社員以外

資格:不問　　経験:不問
年齢:～59歳 求人番号:01052-  993211

※遠軽町市街地にお住みの方については送
 迎いたします。

 
湧別町錦町１６０番地

153525円～153525円

雇・労・
健・厚

正社員以外

154800円～190000円

 遠軽町大通北１丁目３
　「遠軽共立病院」

富士産業　株式会社　北海道北事業部 ・月９回（２月は８回・土曜日出勤の場合あり）

正社員以外・～R4/3/31（更新
有）

資格:①栄養士必須
経験:不問　　年齢:不問

【（請:遠軽町）栄養士
（準社員）】

1名募集
■患者様に安全でおいしい食事を提供して

 います。
 

 　・献立作成および発注業務
 　・食材の検収及び伝票処理

 　・調理補助　など
 　・約８０食、３～６名で調理

 

①9:00~18:00

①21:00~8:00

資格:普通自動車運転免許　　必須
経験:不問　　年齢:不問

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

 ＊仮眠時間あり。
＊退職金制度は１年以上の勤務で対象とな

 ります。
＊基本給は経験および能力に応じて決定いた

 します。
 
 
 

遠軽町生田原伊吹４６番地３

社会福祉法人　北光福祉会　児童養護施
設　北光学園

※実働８時間勤務・曜日不定（当園カレンダーによる）

賃金額 加入保険

＊社内研修制度あり（管理栄養士講習会
 など）

 

株式会社　ジーフット　アスビーファム遠軽

求人番号:01052-  994511

月に１５日の出勤で、一月の総労働時間６０時間となり
ます。・曜日不定、休日シフト制（月１５日の出勤日以
外）パート労働者

資格:不問
年齢:～59歳

【靴の販売（遅番スタッフ）】 1名募集 ○スニーカーなど幅広い種類のシューズの販
  売業務をおこなっていただきます。

・お客様の足のサイズやどのような靴をお探
 しなのか、笑顔で丁寧に伺いながら商品を

 ご提案していただきます。
・遅番スタッフは接客販売の他、商品の補

 充や店舗内の整理整頓、レジ締めなど一
連の閉店作業をおこなっていただきます。

①16:00~20:00

900円～900円
労

 ※昇給・昇格、従業員割引制度があります。
 ※制服は貸与いたします。

 
 経験:不問/PC経験:ＰＯＰ作成など。業
務は会社指定ソフト（独自ソフト）を使用。

遠軽町２条通北１丁目４番地２４　ＣＩ
ＴＹえんがる店内

ハローワークえんがる 求人情報



定休:他

定休:土日祝

④8:30~20:00の8時間程度 / 定休:水他

定休:日祝

定休:日祝他

定休:日祝他

定休: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）

【調理師（佐呂間町）】 1名募集
★２０２２年（４月頃予定）オープンの民

 宿での調理人募集★
 ・民宿、食堂での食事提供

 ・食堂のメニュー作成
 ・食材の買い出し

 ・清掃、食器洗浄など
＊オープン前の準備・改修工事の立ち会いもし

 ていただきます。
＜令和４年２月１日～雇用開始予定＞

①5:30~8:30 ②10:00~13:00 ③17:00~19:00
★住み込み可能です。（ご希望の方はご相
談ください）

＊オープン前は時間外労働もあります。・週１
日休（相談のうえ決定）

 佐呂間町字浪速１３４
「民宿　ふく天」

株式会社サロマ湖アザラシ観光船  ＊就業時間①＋②＋③で１日の勤務となります。
 （状況により早上がり等あり）

 ＊週の所定労働時間は４４時間に調整します。正社員
労・健・

厚
180000円～250000円

資格:普通自動車運転免許　　必須①調理師必須
経験:調理師としての勤務経験　　年齢:不問 求人番号:01050- 5484811

【介護支援専門員】 1名募集  ＊主にケアプランの作成と、相談等の対応
 を行っていただきます。

 

 ＊代行申請業務
 

 ＊その他
 

①8:30~17:30 ②8:30~12:30
※賃金は、経験及び能力等に応じて決定しま

 す。
※小学校入学前のお子様がいらっしゃる方に

 つきましては託児所利用の相談が可能です。
 
資格:普通自動車運転免許　必須①介護支
援専門員（ケアマネージャー）必須

遠軽町大通北１丁目３番地

医療法人縁紡会　遠軽共立病院 ※②は木曜と土曜の勤務時間です。・その他の休日＊６／
 １５～６／１６　＊８／１５

＊１２／２９～１／３　＊９／１８正社員 雇・労・
健・厚・

財160000円～250000円
経験:不問/PC経験:入力程度
年齢:～59歳 求人番号:01052- 1001211

【准看護師】 1名募集 ○外来（内科、整形外科）、一般病
 棟、介護医療院での業務があります。

①8:30~17:30 ②17:30~8:30
 ※夜勤は４～５回／月です。

＊就業時間について、ご希望がある方につきま
 しては相談に応じます。

遠軽町大通北１丁目３番地

医療法人縁紡会　遠軽共立病院 ＊夜勤は業務に慣れてからとなります。

パート労働者 雇・労・
健・厚・

財900円～1600円
資格:①准看護師必須
経験:不問　　年齢:不問 求人番号:01052- 1000811

【看護師】 1名募集 ○外来（内科、整形外科）、一般病
 棟、介護医療院での業務があります。

①8:30~17:30 ②17:30~8:30
  ※夜勤は４～５回／月です。
 ＊就業時間について、ご希望がある方につきま

 しては相談に応じます。
遠軽町大通北１丁目３番地

医療法人縁紡会　遠軽共立病院 ＊夜勤は業務に慣れてからとなります。

パート労働者 雇・労・
健・厚・

財900円～1800円
資格:①看護師必須
経験:不問　　年齢:不問 求人番号:01052-  999911

加入保険
賃金額

求人番号:01052-  998611

 ※欠員による募集です。
 
 

遠軽町大通北２丁目

求人番号:01052-  992811

雇・労・
健・厚

160300円～180300円
資格:普通自動車運転免許　必須
経験:不問　　年齢:不問

【レストランスタッフ】 1名募集 ○当店レストラン部門における業務全般に
 従事していただきます。

 

 　・簡単な調理業務
 　・レストラン接客業務

　・その他、販売業務や清掃など付随する
 業務

 

※賃金は、経験及び能力によって決定いたし
 ます。

 

吉川産業株式会社 ※１日の就業時間は７時間４５分です。・その他曜日不
 定（会社カレンダーによる月８日休日）

正社員 雇・労・
健・厚

160000円～210000円 資格:不問　　経験:不問　　年齢:～59歳

求人番号:01052-   87810

＊天候等によって雇用期間は前後する可能
 性があります。

＊時給について:拾い作業は１，３７５円
 （１日１１，０００円）

（８時間勤務）　箱詰作業は１，２５０
円（１日１０，０００円）

 です。
＊賃金は日払いいたします。
 

北見木材　株式会社

＊ピアノに使用される鍵盤板、響板等
 （共鳴板）の木製部材の加工

①8:00~17:30

正社員以外・～R5/3/31（更新
有）

【農作業員】 10名募集  ＊カボチャの収穫作業（屋外）
 　（１１月始め位までの作業です）

＊カボチャの拾い作業が終わったら、箱入れ
 作業（屋内）（拾い作業が終わってから、

 冬至までくらいの期間です）
＊５０ヘクタールの敷地で、１０名程度で

 作業を行います。
＊体力を要する仕事です。

①7:30~17:00

260000円～286000円
資格:普通自動車運転免許　　必須
経験:不問　　年齢:不問

遠軽町丸瀬布元町４１番地

その他備考、募集内容の補足事項等
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

株式会社　矢内農場 ＊天候により、多少変動します。※天候により変わります。

季節雇用・～R3/12/20(更新無)
労・健・

厚

町内外の畑、数カ所あり

【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

【木材（楽器部材）加工員】 3名募集


