
●　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。
●　採用などにより、求人が取り消され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
59 223,424 8:00～17:30

北海道紋別市港町６丁目２番８号

季節雇用・紋別市
195,300 7:00～17:00

北海道紋別市渚滑町１丁目６－３

正社員以外・紋別市
180,000 8:40～17:10

北海道紋別市幸町５丁目２４番１　オホーツク交流センター内

正社員以外・紋別市
153,700 10:00～17:00

北海道紋別市幸町２丁目１番１８号

正社員以外・紋別市
159,030 7:30～17:00

北海道紋別市北浜町１丁目１の３８

正社員以外・紋別市
172,200 8:30～15:45

北海道紋別市幸町２丁目１番１８号

正社員以外・紋別市
153,700 8:45～15:45

北海道紋別市幸町２丁目１番１８号

正社員・紋別市
180,000 8:00～16:30

北海道紋別市落石町５丁目３５番９号

正社員以外・紋別市
153,700 10:00～17:00

北海道紋別市幸町２丁目１番１８号

パートタイム

パート・紋別市
1,000 9:00～15:00

北海道紋別市小向１９－３

オホーツク紋別空港ビル　株式
会社

総務・経理事務全般補
佐

経費の仕訳、計上といった経理業務や総
務の書類発送など幅広く お任せします。 
まずは簡単な業務から対応していただき
ますので、ブランクがある 方もご安心を！
制服は貸与します。 経理・総務業務は先
輩社員のアシスタント的なポジションをお
任せ します。

普通自動車運転免許
あれば尚可

1
人1年

不問 ～
01060-  139731

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

雇用 労災 1,000

紋別市役所 市立児童館児童厚生員
（会計年度任用職員）

市立児童館での児童福祉業務（子供へ
の遊びの指導や見守りのほか、季節に合
わせた行事や製作物の準備など）　 
 

保育士又は幼稚園教
諭免許（専修・１種・２
種）又は小学校教諭
免許（専修・１種・２種）
のいずれかの免許・資
格必須

1
人

令和5年4月1日～令
和6年3月31日

不問 ～
01060-  135831

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 公災 健康 厚生 153,700

北海屋Ｈ・Ｋ株式会社 生鮮食品加工業 生鮮食品加工場で、主にてホタテを扱う
お仕事になります、経験・資格によりすぐ
に高収入も可能ですが様々な資格取得
のバックアップを行っていますので今は資
格がなくても将来的に高収入を目指した
い方にお勧めです。 

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）

2
人雇用期間の定めなし

不問 ～ 8:00～14:15
01060-  134031

雇用 労災 健康 厚生 300,000

紋別市役所 介護認定審査会事務員
（パートタイム会計年度
任用職員）

市役所本庁舎にて介護認定審査会に係
る調査票点検、資料作成、電話窓口応対
及びコンピュータ入力作業等に従事しま
す。 応募締切日　令和５年２月１０日（金）
まで 

不問

1
人

令和5年4月1日～令
和6年3月31日

不問 ～
01060-  132931

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 公災 健康 厚生 153,700

紋別市役所 介護認定調査員（パート
タイム会計年度任用職
員）

要介護認定申請者の家庭や施設に訪問
し、心身状況の把握など要介護認定に必
要な調査を行う。調査後は、調査票を作
成しシステムに入力する事務を行う。高
齢者の総合相談、その他在宅介護支援
及び調整を行う。 応募締切日　令和５年２
月１０日（金）まで 

普通自動車運転免許
必須、介護支援専門
員（ケアマネージャー）
必須 2

人
令和5年4月1日～令
和6年3月31日

不問 ～ (の間の6時間)01060-  131631

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 公災 健康 厚生 172,200

株式会社　モリタン　紋別支店 加工員 ＊帆立製造作業（５月～１１月、玉むき・
玉冷包装等）＊鮭、ます製造（８月～１０
月、魚選別・筋子、いくら 包装等） ＊すり
み製造（１０月～４月、魚選別作業等） ≪
未経験の方でも、丁寧に指導いたしま
す。≫作業着（ヤッケ、長靴、帽子、白衣
等）の貸与あり。 

不問

5
人雇用期間の定めなし

不問 ～01060-  130331

雇用 労災 健康 厚生 159,030

1
人

令和5年4月1日～令
和6年3月31日

不問 ～
01060-  140931

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 公災 健康 厚生 153,700

紋別市役所 消費生活相談事務員
（パートタイム会計年度
任用職員）

・消費生活全般に係る相談業務 ・相談業
務遂行のための資料作成 ・消費生活に関
する情報の収集及び提供 ・消費生活啓発
のための出前講座の開催及び啓発資料
の作成 ・消費者被害防止啓発業務 （市
民、各種団体の研修会等でのパンフレッ
ト配布等） 
 

普通自動車運転免許
必須

～令和5年3月31日
不問 ～01060-  138431

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

雇用 労災 健康 厚生 180,000

令和5年3月6日～令
和5年12月25日

不問 ～
01060-    7430

契約更新の可能性な
し

雇用 労災 健康 厚生 303,800

雇用期間の定めなし
以 ～ 8:00～15:0001060-  141131

雇用 労災 健康 厚生 下 223,424

丸ウロコ　三和水産　株式会社 水産加工社員 当工場において、生産管理全般に従事し
ます。＊ホタテ・カニ等の冷凍加工に係る
業務のほか、製品の箱詰め作業・原料な
どの運搬移動作業、そのほか付随する作
業。 ＊大型免許、リフト免許がない方は、
免許取得にあたり会社より費　用の補助
があります。 

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）、
大型自動車免許又は
フォークリフト運転技
能者あれば尚可

5
人

北出建設　株式会社 型枠大工 ・当社において型枠大工及び関連作業
（加工・取付・解体）のお仕事をしていただ
きます。 ※未経験者歓迎します。未経験
者の場合、型枠大工補助作業からしてい
ただきます。 ※作業には体力を要します。

普通自動車運転免許必
須（AT限定不可）、型枠
支保工の組立て等作業
主任者又は１級型枠施
工技能士又は足場の組
立て等作業主任者あれ
ば尚可

3
人

株式会社　紋別観光振興公社 営業旅客係 オホーツク紋別空港にて、就航便（ＡＮＡ
便）のグランドスタッフを行っていただきま
す。 
 【主な担当業務】 カウンター業務（搭乗手
続き・手荷物受託・航空券販売） 、発着案
内業務・ロビーサービス業務 、制服支給
あり 
　 

普通自動車運転免許
必須

1
人

令和5年2月3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
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ハローワーク紋別ＨＰにも

求人情報を掲載しています。
▶


