
●　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

正社員以外・紋別市
168,000 9:00～18:00

北海道紋別市渚滑町３丁目４０

正社員以外・紋別市
141,435 8:45～17:30

北海道紋別市幸町２丁目１番１８号

正社員以外・紋別市
149,903 8:00～16:30

北海道紋別市落石町１丁目３番３７号

正社員・紋別市
45 220,700 8:30～17:15

北海道紋別市落石町１丁目３番３７号

正社員・紋別市
40 196,500 8:30～17:15

北海道紋別市落石町１丁目３番３７号

正社員以外・紋別市
183,600 8:00～17:00

北海道旭川市東鷹栖東３条４丁目２１６３番地

正社員以外・紋別市
169,260 7:30～18:30

北海道紋別市幸町１丁目５７

正社員以外・紋別市
169,260 7:30～18:30

北海道紋別市幸町１丁目５７

正社員以外・紋別市
18 158,700 16:00～10:00

北海道紋別市落石町５丁目４－１３

【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。）

令和3年10月22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

ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１

1
人

令和3年11月1日～令
和4年3月31日

不問 ～01030-14129811

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

雇用 労災 健康 厚生 183,600

旭勇産業株式会社 （紋別）運転手（大型） ◎バラセメント（粉セメント）・生コンクリー
ト及び袋詰めセメント運搬に従事していた
だきます。 大型トラック（１０ｔ）に粉セメント
もしくは生コンクリートを機械で入れ、現
場や工場へ配達する業務、構内作業、そ
れに付随する業務を行っていただきま
す。 ＊現場の範囲：紋別及び道内（稚内
～紋別～富良野等）

普通自動車運転免許
必須、大型自動車免
許必須

1
人～令和4年3月31日

不問 ～ (の間の6時間)01060- 1541811

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 健康 厚生 243,040

学校法人　紋別大谷学園 看護師（小規模保育園
大谷南保育園）

園児の体調不良対応並びに乳児の保育
業務に従事します。月曜日～金曜日の勤
務です。　土日・祝日休み 。
雇用期間　～令和４年３月３１日 
　 

普通自動車運転免許
必須、看護師又は准
看護師又は保健師の
いずれかの免許・資格
必須

1
人～令和4年3月31日

不問 ～ (の間の6時間)01060- 1542211

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 健康 厚生 243,040

学校法人　紋別大谷学園 看護師（紋別大谷認定こ
ども園）

園児の体調不良対応並びに乳児の保育
業務に従事します。 月曜日～金曜日の勤
務です。　土日・祝日休み 。
雇用期間　～令和４年３月３１日 
　 

普通自動車運転免許
必須、看護師又は准
看護師又は保健師の
いずれかの免許・資格
必須

2
人雇用期間の定めなし

～ ～01060- 1540711

雇用 労災 健康 厚生 64 173,300

株式会社　エムリンクオホーツ
ク　夢ふうせんラポール

介護職員（夜勤専門） 小規模多機能ホームの利用者介護業務
に従事していただきます。主に夜勤業務
に従事していただきます。（令和３年１１月
１日オープン）・食事、排泄、着替えの介
助　＊施設見学可能です。いつでもお気
軽にご連絡下さい。

普通自動車運転免許
必須、他に介護職員
初任者研修修了者又
は介護福祉士あれば
尚可

株式会社　交通学園　紋別自
動車学校

教習指導員（見習い） 自動車学校の教習指導員の資格を目指
していただきます。教養・技能・学科・知識
を習得するため勉強が中心となります。 
その他、雑用業務。 教習指導員試験は、
５月と１０月に実施となります。 資格取得
後は正社員として活躍していただきます。 
資格取得試験を受験できるのは２回まで
とし、いずれも不合格 であった場合は２回
目受験月の翌月以降の更新はありませ
ん。 

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）

2
人～令和4年10月31日

不問 ～01060- 1543511

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 健康 厚生 168,000

紋別市役所 事務補助員（パートタイ
ム会計年度任用職員）

所内において、窓口／来客や電話の応
対・取次、文書作成等のパソコンの操作
の一般事務全般に従事する。 ※就業場
所は、紋別市役所本庁舎または外局とな
ります。 応募受付日　令和３年１０月１４日
（木）～１０月２７日（水）

不問

1
人

令和3年11月1日～令
和4年3月31日

不問 ～01060- 1544411

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 公災 健康 厚生 141,435

広域紋別病院 医療事務員（医事業務） 会計年度任用職員（一般職非常勤職員）
として業務に従事します。病院内で患者
様の受付や診療報酬請求業務等の医事
業務を行っていただきます。 （主な業務内
容） ・窓口、再来機受付・外来、健診予約
受付 ・入院、外来データ入力・会計事務 ・
カルテ室管理業務 ※電子カルテを使用し
ます。入職後使用方法の研修を行いま
す。 担当業務は入職後に決定します。 

医療保険請求事務者
（医科・歯科)又は診療
報酬請求事務能力認
定試験（医科・歯科）
又は医療事務資格あ
れば尚可

2
人～令和4年3月31日

不問 ～ 8:30～17:0001060- 1545011

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 健康 厚生 166,161

広域紋別病院 正看護師 外来患者または病棟患者の看護業務 
手術室勤務、透析患者の看護業務など
に従事します。 ＊夜間オンコール待機あ
り（月１～２回） ＊夜勤あり（３交替制、月８
回程度）　 
 

看護師必須

5
人雇用期間の定めなし

以 ～ 16:30～1:1501060- 1546311

公災 下 329,700 00:30～9:15

広域紋別病院 臨床工学技士 当院において臨床工学技士を担当してい
ただきます。手術室、透析室での業務を
基本といたします。 手術補助業務　透析
管理業務　手術機器管理　 
 

臨床工学技士必須

1
人雇用期間の定めなし

以 ～ 10:15～19:0001060- 1547611

公災 下 341,800

ハローワーク紋別
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