
令和4年6月24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。

＊機能訓練・日常生活動作（リハビリ）を中
 心に提供するリハビリ型のデイサービスです。

   ＊制服は貸与します。
  ＊マイカー通勤可、無料駐車場あり。

 ＊職場は４名体制です。
 ＊雇用契約内容により各種保険加入いたし

 ます。
 

 湧別町中湧別北町１２７番地の１

  一般社団法人　繋・つなぐリハビリ型デイサービス　つなぐ ＊就業日数について相談に応じます。

パート労働者・6ヶ月

労災
1200円～1200円

資格:①理学療法士必須②作業療法士必須
経験:不問/PC経験不問
年齢:不問 求人番号:01052-  610521

 ※休憩時間は９０分となります。
 ※賃金は、経験及び能力によって決定いたし

 ます。
※マイカー通勤可:無料駐車場あり
※通勤手当は、規定により距離に応じて上限

 の範囲内で支給いたします。
 

遠軽町丸瀬布元町４１番地

北見木材　株式会社 ・会社カレンダーによる

正社員以外・～R5/3/31（更新
有） 雇用・労

災・健
康・厚生161000円～181000円

資格:普通自動車運転免許　　必須
経験:不問/不問
年齢:不問 求人番号:01052-  611421

【木材（楽器部材）加工員】 3名募集 ＊ピアノに使用される鍵盤板、響板等の木
  製部材の加工。①製材→②乾燥→③木

 取加工の業務が大まかな流れ。
 ①製材(木材から板状の部材にカット)

②乾燥(天日干し天然乾燥、ボイラーで人
工乾燥)
③木取加工(乾燥した部材を研磨、均一
な太さや⾧さにカット、接着等の過程を経て

  響板や鍵盤板に加工)

①8:00~17:30

【ホテル客室清掃（遠軽町生田原）】 2名募集 ○「生田原温泉ホテルノースキング」で清掃
など業務をしていただきます。

 ・ホテル客室内の清掃
 ・ベッドメイク

 ・その他、付随する業務
＊年齢問わずシニアの方のご応募も大歓
迎です。

①9:00~15:00

・シフト制

定休:日祝他

定休:土日祝他

定休:土日他

【理学療法士・作業療法士】 1名募集 ○リハビリ型デイサービス『つなぐ』にて、ご利
用者様に対する介護、リハビリを提供してい

 ただきます。
     ・各計画書の作成・機能訓練・移動介助

 など
＊管理者は理学療法士です。
＊個別のリハビリを中心に行っています。

①8:00~13:00 ②13:00~17:00

【帆立の貝むき（佐呂間町）】 5名募集  ・帆立の貝むき、選別
  ・むき身の洗浄等

 ※立ち仕事となります。
 ※１１月末までの就業予定です。

※アットホームな雰囲気です。

①8:00~17:30

株式会社　アウトソーシング　北見サテライト ・会社カレンダー＊お盆休みあり　＊慶弔休暇あり（規定あ
り）有期雇用派遣労働者・～

R4/8/31(更新有)
資格:資格不問
経験:不問/PC経験不問
年齢:不問 求人番号:01050- 3558721

    ＊無料駐車場あり＊送迎あり
＊スマホアプリによる日払い制度あり（規定あ

 り）
  ＊ユニフォーム無償貸与＊マージン率（派遣

 料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料
 金に占める割合）は33.5％

 ★契約期間満了後のお仕事のご相談も承り
 ます。

 

北海道常呂郡佐呂間町字若里

170856円～170856円

雇用・労
災・健

康・厚生

パート労働者・～(期間の定めなし)

920円～920円

雇用・労
災

求人番号:01050- 3571621

資格:資格不問
経験:不問/PC経験不問
年齢:不問

  ＊無料駐車場あり
＊通勤手当は２ｋｍ以上から会社規定によ

  り支給
＊年次有給休暇は労働日数に応じ法令通

 り付与
 ＊雇用保険は労働時間が週２０時間以上
の場合に加入 

 遠軽町生田原８７１－４

有限会社　エイドクリーン

  ＊通勤手当は会社規定により支給
  ＊無料駐車場あり

  ＊賃金は経験・所持資格等を考慮し決定
★職場見学やお話だけでもお気軽にお越しく
ださい。 

 遠軽町大通北６丁目４番地５

北見日産自動車株式会社 ・毎週火曜定休＋月１～２日の月曜定休日＋月２日の希望休
 取得可

年末年始・ＧＷ・盆休／年次有給休暇は３ヶ月経過後１０日付
与

正社員・常用

資格:普通自動車免許必須。経験:営業経験２年以上（自動車関係
以外でも可）。PC経験不問。年齢:～59歳(定年年齢を上限)

【営業アシスタント（遠軽店）】 1名募集 ◇「北見日産自動車株式会社遠軽店」で
 営業職のサポート業務をしていただきます。

 【業務例】
 ・店舗ショールームでのお客様応対・自動車

 販売の手続き・自動車保険の取り扱い・車
 検、点検の入庫促進・自動車に関わるアフ

 ターサービス・その他、付随する業務

①9:30~18:30

求人番号:01050- 3584821
195000円～230000円

雇用・労
災・健
康・厚

生・財形

定休:日他

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

賃金額 加入保険

求人番号:01052-  613621

 （４）８時３０分～１４時３０分
（５）９時３０分～１５時００分パート労働者・～R5/3/31（更新

有）
資格:資格不問
経験:不問/不問
年齢:不問

【調理員】 1名募集 ◆認定こども園における児童および職員に
提供する食事の調理業務です。
＊調理、配膳　＊食器、調理器具の洗浄

 ＊厨房の清掃　＊その他付随する業務
※食数は１００食前後を５名体制で行う

 ことを予定しています。　※献立の作成や発
注業務はありません。

①8:00~13:00

890円～900円

雇用・労
災

③10:00~15:30②9:00~14:00
＊任用にあたっては、健康診断（受診料自

  己負担）が必要な場合があります。　
 ＊マイカー通勤可、無料駐車場有り。

 遠軽町岩見通北３丁目１－２２ 定休:日

学校法人遠軽学園　認定こども園　遠軽幼稚園

【水産加工】 5名募集  ・ホタテ貝の加工を行っていただきます。 ①8:00~17:30
・重量物を持つような仕事ではありません。経

 験不問です。
・通勤は社用車で行っていただくため、普通自
動車免許必須となっています。（ＡＴ限定

 不可）

佐呂間町若里３９番地

株式会社　丸本　本間水産

正社員・常用
雇用・労
災・健

康・厚生200000円～230000円
資格:普通自動車免許必須①大型自動車免許あれば尚
可
経験:不問/PC経験不問 求人番号:01052-  612321

定休:日

定休:土日他

ハローワークえんがる 求人情報ハローワークえんがる 求人情報ハローワークえんがる 求人情報ハローワークえんがる 求人情報ハローワークえんがる 求人情報ハローワークえんがる 求人情報ハローワークえんがる 求人情報ハローワークえんがる 求人情報



【事務サポート業務（佐呂間町）】 1名募集 ○札幌市内建設工事における事務サポー
 ト業務に従事して頂きます。

 ・書類作成・ファイリング、書類整理・来客
 対応、電話対応、備品発注・システムを用

 いた簡単な入力業務・その他付随する業
 務

①8:30~17:30
＊マイカー通勤:無料駐車場あり
＊建設業界の経験がなくても応募可能です。
＊事務の実務経験のある方、大歓迎
＊事務業務未経験でも応募可能です。
＊雇用期間満了後、３ヶ月毎更新の可能
性あり
「働き方改革関連認定企業」
(優良派遣事業者・製造請負優良適正事業
者)

北海道常呂郡佐呂間町字西富１２３

株式会社　エイジェック　札幌オフィス ＊就業時間は相談に応じます・会社指定日

有期雇用派遣労働者・～
R4/8/31(更新有) 雇用・労

災・健
康・厚生165000円～185000円

資格:資格不問
経験:一般事務経験/ワード・エクセル基本操作
年齢:不問 求人番号:01010-24777521

④8:00~19:00の８時間程度 / 定休:土日祝他

【（パ）食品工場内製造スタッフ（遠軽町）】 3名募集  〇レトルト食品に関する製造補助業務・製
造ライン上における冷凍食品の製造業務

 全般。(原料受入、計量、仕込、充填、包
  装、出荷)・その他製品の箱詰め作業＊ラ

 イン製造のため立ち仕事となります。＊雇用
期間満了後、１年毎更新の可能性あり

①8:30~17:00
  ＊マイカー通勤:無料駐車場あり

＊通勤手当については、片道２ｋｍ以上の
   方に対し、距離に応じて支給致します。

＊就業時間については、短時間勤務の応募
   も可能ですのでご相談ください。

＊制服は貸与致します。

 遠軽町学田３丁目６番地１２

【事業主の意向により非公開】  ・休日は工場の稼働カレンダーによる
年末年始（５日）、夏季休暇（１日）

正社員以外・１年 雇用・労
災・健

康・厚生136804円～136804円
資格:資格不問
経験:不問/PC経験不問
年齢:不問 求人番号:01010-24669121

定休:日祝他

  ＊マイカー通勤:無料駐車場あり
＊通勤手当については、片道２ｋｍ以上の

   方に対して距離に応じて支給致します。
＊昇給、賞与については、考課・業績により

  支給致します。
＊制服は貸与致します。

 遠軽町学田３丁目６番地１２

【事業主の意向により非公開】  ・稼動カレンダーによる
年末年始休暇（１２／３０～１／３）、お盆休み（８
／１５）正社員・常用 雇用・労

災・健
康・厚

生・財形
167435円～346297円

資格:普通自動車免許必須
経験:食品工場等の経験/PC経験不問
年齢:18～59歳(労働基準法令等の規定) 求人番号:01010-24666321

定休:日祝他

【食品製造工場内製造職（遠軽町）】 2名募集 ○レトルト食品及び冷凍食品の生産業務
  全般及び工場運営管理全般。　　　　

＊管理システムにより、ハンディーターミナル
 という端末でＱＲコード読み取りなどの簡単

 な操作が付随します。
 ＊各業務に重さ10～30Kgの原料の運搬

があり、台車を使用しますが1日に相当数の
 積み上げ作業が付随します。

①8:00~17:00

 ＊他店舗支援がある為、車通勤が可能な方
 ＊マイカー通勤可:無料駐車場あり

  ＊スマートワーク制度あり
・社保完備・交通費規定・共済制度・慶弔
見舞金

   ・正職員登用制度あり。
 【教育制度】

・入協時研修・階層別教育・自己啓発・Ｉ
 Ｅ／ＱＣ教育

コープさっぽろ遠軽みなみ店・プラザ店

生活協同組合　コープさっぽろ ＊週４０時間、月平均１７３時間勤務の変形労働時間
 制。・休日はシフトによる、忌引、結婚等特別休暇有。

コープさっぽろ精肉・鮮魚売場スタッフ

正社員以外・3ヶ月 雇用・労
災・健

康・厚生224000円～259000円
資格:普通自動車免許必須。経験:畜産品取扱経験あれ

 ば尚可　/PC経験不問。年齢:不問
求人番号:01010-25000721

④7:00~22:00の0時間程度 / 定休:他

3名募集 ○精肉・鮮魚の加工や商品の陳列販売な
ど部門ごとの作業を中心に、他部門支援も
行います。どの部門もレジ作業、品出しなど

  もお願いします。
＊未経験者でも、初めは簡単な作業から

 慣れる速度に合わせてご指導します。
＊勤続1年程度で正社員登用にチャレンジ
可能です。

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

加入保険
賃金額

求人番号

【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

その他備考、募集内容の補足事項等


