
◆　次週は休刊いたします
●　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。 ◆　次回発行は令和３年５月１４日です
●　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

４月３０日発行　　　　今週の新規掲載求人はありません

４月２３日発行

パート・興部町 861 8:30～15:00

北海道紋別市港町８丁目２－３１

正社員・興部町
161,000 8:30～17:30

北海道紋別市港町８丁目２－３１

正社員・興部町 180,000 8:30～17:00

北海道紋別郡興部町字興部８５番地の８

正社員以外・興部町
113,106 8:45～15:45

北海道紋別郡興部町字興部７０８番地

正社員・雄武町
29 174,400 8:30～17:15

北海道紋別郡雄武町字雄武７００番地

季節雇用・雄武町他
18 166,840 8:00～17:00

北海道紋別市南が丘町７丁目２６番３４号

季節雇用・興部町
200,000 7:30～17:00

北海道紋別郡興部町字興部６５５

正社員・興部町
200,000 7:30～17:00

北海道紋別郡興部町字興部６５５

正社員・滝上町
40 163,100 7:15～16:00

北海道紋別郡滝上町旭町

パート・興部町
59 876 8:50～12:50

北海道札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１－４０　マルシンビル
雇用 労災 下 876

ＤＣＭニコット株式会社 販売員（紋別郡興部町） 商品販売、陳列、発注業務、配達業務及
び本部への諸届け業務などを行っていた
だきます。 ＊未経験の方にも丁寧に指導
いたしますので安心して ご応募下さい。

普通自動車運転免許
必須

1
人

雇用期間の定めなし
以 ～ 7:30～16:15

01060-  619611

公災 下 253,500 8:00～16:45

滝上町　役場 保育教諭 滝上町こども園において、保育教諭として
の業務に従事していただきます。 
試験は随時対応し、採用人数に２名達し
た時点で募集を停止いたします。滝上町
ホームページに募集要項を掲載しており
ます。

保育士必須、幼稚園
教諭免許（専修・１種・
２種）必須 2

人

雇用期間の定めなし
以 ～ 16:20～20:20

01230- 6917911

雇用 労災 健康 厚生 350,000

株式会社　三和建設 現場代理人 当社において、土木業務全般の維持に関
する事務業務、および付随する業務に従
事します。＊報告管理・書類作成等＊パ
ソコン業務（見積等書類作成、メール管
理、 写真管理等） ＊現場状況確認業務
（外勤）など 
 

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）、
２級建設機械施工技
士あれば尚可、２級土
木施工管理技士あれ
ば尚可

1
人

令和3年5月6日～令
和3年11月30日

不問 ～
01060-   40710

契約更新の可能性な
し

雇用 労災 健康 厚生 300,000

株式会社　三和建設 土木作業員 土木作業全般に従事します。 ＊工事現場
は河川・道路・農業土木等の土木工事業
務になります。 ＊道路維持管理等の業務 
未経験者、歓迎します！！ 雇用期間満了
日について、業務状況により終期が早
まったり延長となる場合があります。

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）

4
人

雇用期間の定めなし
不問 ～

01060-  618311

契約更新の可能性な
し

雇用 労災 健康 厚生 上 223,600

有限会社　新日本警備 警備員 警備業 ：主として、一般車両および工事
車両の道路交通誘導に従事します。 ＊入
社後約１カ月間の研修期間（内、４日間の
教育期間、時給８６１円）があります。 ★ア
ルバイトでの就業も可能ですので、ご相
談下さい。 交通誘導警備検定合格者優
遇します！ 翌年の再雇用あり。 
 

普通自動車運転免許
必須、交通誘導警備
業務検定２級あれば
尚可 8

人

雇用期間の定めなし
以 ～ 8:30～8:2901060-  625311

公災 下 174,400

雄武町役場 消防職員（救急救命士） ＊火災・救急現場での業務 ＊消防署内で
の事務的業務 ＊その他、雄武町消防職
員としての業務全般＊ 救急救命士は国
家資格取得者、第１種普通自動車運転免
許必須（ＡＴ限定を除く）（取得見込者含
む）
 応募締切日　令和３年５月３１日 
採用年月日　令和３年７月　１日～ 

普通自動車運転免許
（取得見込者含む）必
須（AT限定不可）、救
急救命士必須 2

人

～令和3年12月31日
以 ～01060-   39910

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 公災 健康 厚生 141,057

オホーツク総合振興局　西部
森林室

主事（非常勤） 造林事業に係る事務補助 
・データ整理 ・文書作成 ・電話対応 
　 

不問

1
人

雇用期間の定めなし
不問 ～01060-  623411

雇用 労災 健康 厚生 200,000

河原工業　株式会社 ごみ収集作業員 興部町において、ごみ収集作業全般に従
事します。 ＊ゴミステーションをまわり、家
庭一般ごみの収集および ごみの積込み
作業、分別作業、そのほかごみ収集に付
随する業務を行います。 応募希望者は事
前にハローワークを通してご連絡のうえ
ご応募下さい

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）、
中型自動車免許又は
大型自動車免許のい
ずれかの免許・資格
所持必須

1
人

令和3年6月1日～令
和4年3月31日

不問 ～
01060-  624011

雇用 労災 健康 厚生 161,000

株式会社　ソーゴー 営業職（興部支店） 印刷、ＯＡ機器販売のセールス業務のほ
か、得意先廻り及び新規開拓業務、販売
管理、販売企画等の業務に従事します。
見積書等各書類の作成（パソコン操作可
能な方）、自社製グッズの企画、立案、販
売業務、その他付随する業務あり。（営業
車にて通勤）

普通自動車免許必須

1
人

雇用期間の定めなし
不問 ～01060-  627911

雇用 労災 861

株式会社　ソーゴー 業務補助スタッフ（興部
支店）

主に、営業職が行っている業務の補助を
行っていただきます。電話およびメールに
よる発注業務。商品の納品配達業務。
（自家用車使用可能な方）、荷物の受取、
検品作業等。その他、付随する業務。

普通自動車免許必須
（自家用車使用可能な
方） 1

人

雇用期間の定めなし
不問 ～01060-  628111

ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１

令和3年4月30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

ハローワーク紋別

発行日ハローワーク求人情報 町村版


