
●　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
45 155,000 9:00～18:00

北海道紋別市落石町４丁目１９番２４号

正社員・紋別市
59 160,000 8:00～17:00

北海道紋別市弁天町１丁目４番５８号

正社員以外・紋別市
189,300 8:00～17:00

北海道網走市北７条西３丁目　北海道オホーツク合同庁舎２階

正社員以外・紋別市
59 180,000 9:00～17:30

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
18 226,800 10:00～1:00

北海道札幌市東区東雁来７条１丁目４－３２

正社員以外・紋別市
163,400 5:30～14:45

北海道旭川市１条通８丁目５４２番地　一条緑橋通ビル４階

正社員・紋別市
35 186,000 9:00～18:00

北海道札幌市白石区菊水３条５丁目１番２号

パートタイム

パート・紋別市
945 8:50～20:10

宮城県名取市上余田字千刈田３０８

パート・紋別市
889 10:00～15:00

北海道紋別市本町３丁目１番２７号

【職場のトラブルでお困りの皆様へ】

　総合労働相談コーナーがお手伝いします。お気軽にご相談ください。

　◎名寄総合労働相談コーナー（電話：０１６５４－２－３１８６）　　　◎札幌総合労働相談コーナー（電話：０１１－２２３－８７１２）

　　　（紋別市港湾合同庁舎２Ｆで月１回巡回相談あり。詳細は名寄総合労働相談コーナーへご連絡ください。）

北海道教育庁オホーツク教育
局

期限付教諭（紋別市立
潮見小学校）

〇小学校教諭として以下の業務に従事し
ます。 ・授業・教材研究・生徒指導 ・校務
分掌業務（学年、教科、学校運営等） ・学
校行事の準備、運営など※個人情報多
数扱うため、守秘義務を厳守すること。 

小学校教諭免許（専
修・１種・２種）必須、
特別支援（養護、盲、
聾のいずれか）学校教
諭免許状あれば尚可

1
人～令和4年6月30日

不問 ～ (の間の7時間)01180- 1382121

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

公災 健康 厚生 373,764

ニイガタ紋別造船　株式会社 船舶修繕作業員 ＊船舶の上下架作業 ＊小型漁船の（主
にＦＲＰを使用した）修理、補修作業また
それに伴う木工、鉄工作業　＊業務は体
力を要します。 
 

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）、
中型自動車免許必須

2
人雇用期間の定めなし

以 ～01060- 1032421

雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

カーフレンド　株式会社 販売及び車輌整備 新車・中古車・車輌部品の販売及び車輌
整備等に従事します。 ＊自動車の点検・
整備・納車引き取り・カー用品販売・取付
 、車検整備など。 ＊新車、中古車の接客
販売。 ＊作業用ユニフォームの貸与あ
り。経験がない方も丁寧に指導いたしま
すので、安心して業務を覚える事ができ
ます。

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）

1
人雇用期間の定めなし

以 ～01060- 1031521

雇用 労災 健康 厚生 下 250,000

株式会社　デンコードー　［ケー
ズデンキグループ］

家電店の接客販売サ
ポート【紋別店】

ケーズデンキ【紋別店】でのお仕事です。 
◎仕事内容　接客販売サポート 
１．生活に身近な家電の接客販売、新製
品の展示など 。２．スマートフォンの接客
販売、携帯アクセサリーの品出しなど 。
３．インターネット回線の接客販売など …
上記３つからお選びいただけます！ 

不問

1
人3ヶ月

不問 ～ (の間の7時間)04010-38223321

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 945

～令和5年3月31日
不問 ～01060- 1027921

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

雇用 労災 889

ブリヂストンタイヤソリューショ
ンジャパン　株式会社　北海道
エリア

セールス職（紋別市） 世界最高品質のブリヂストン製タイヤ及
び自動車関連用品を、タイヤショップ・ガ
ソリンスタンド・カーディーラー・カー用品
店等に卸販売しています。 仕事内容は、
タイヤの販売だけではなく、販売先へ
様々な提案を行うソリューション型営業を
行います（店舗レイアウトの変更や、イベ
ントの企画、スタッフの育成等）。

普通自動車運転免許
必須

1
人雇用期間の定めなし

以 ～ 9:00～17:30
01230-12639121

雇用 労災 健康 厚生 下 256,400

株式会社　ＬＥＯＣ　旭川事務
所

（請：紋別市落石町）調
理補助

◎病院で、朝・昼・夕の食事を提供するお
仕事です。・切り込み、調理されたものの
盛付、配膳、下膳、食器洗浄など、厨房
内常務全般を行っていただきます。 ＊雇
用期間満了後、１年毎更新の可能性あり
（更新月：１０月）

普通自動車運転免許
あれば尚可

1
人～令和5年9月30日

不問 ～ 9:45～19:3001030- 9358921

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 健康 厚生 163,400

株式会社　丸千代　山岡家 （パ）店内業務・調理・接
客・清掃等（紋別市）

ラーメン店において、調理又は調理補
助、洗い場、ホールの接客、清掃等の業
務を行って頂きます。

普通自動車運転免許
あれば尚可

1
人雇用期間の定めなし

～ ～ (の間の8時間)
01240-11368321

雇用 労災 健康 厚生 59 252,000

～01060- 1028121

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 健康 厚生 下 186,800

ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１

普通自動車運転免許
必須

令和4年7月1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

有限会社　くみあいクリ－ニン
グ

クリーニング品集配ドラ
イバー

主な仕事は、事業所等へクリーニング品
の集荷・仕上がり品の納品をする仕事で
す。 集配先は決まっておりますので、すぐ
に覚えられます。（市内約30カ所の内、1
日当たり10軒程度になります。） 集配の準
備作業も行います。（仕上がり品をたたん
だり包装する・車への積み下ろしを含みま
す。） 配達に使用する車はクリッパーバン
（軽自動車）ＡＴ車です。 

1
人

株式会社　紋別観光振興公社 観光運営業務（正社員
候補）

紋別市の観光に関する運営業務全般（正
社員への登用あり※）＊紋別三大まつり
（港まつり、グルメまつり、流氷まつり）を
主とするイベント業務。＊関係団体との協
議・連携による観光振興業務。＊観光案
内所の運営業務。＊会計業務（イベント
等の予算・決算管理）。＊土・日・祝に勤
務可能な方。

普通自動車運転免許
あれば尚可

1
人～令和5年3月31日

以

ハローワーク紋別
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