
●　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 45 178,000 8:30～18:00

北海道紋別市幸町３丁目２番１９号

正社員以外・紋別市
157,920 8:00～16:00

北海道紋別市幸町４丁目１番１号　　　　　　　　　　　　　　　オホーツク氷紋の駅

正社員以外・紋別市
147,200 8:30～16:40

北海道紋別市北浜町２丁目１０番地３７号

正社員・紋別市 45 193,000 8:30～18:00

北海道紋別市幸町３丁目２番１９号

季節雇用・紋別市他
228,250 7:30～17:00

北海道紋別郡興部町字興部１９３番地の１

季節雇用・紋別市他
228,250 7:30～17:00

北海道紋別郡興部町字興部１９３番地の１

季節雇用・紋別市他
269,750 7:30～17:00

北海道紋別郡興部町字興部１９３番地の１

正社員・紋別市 59 300,000 8:30～17:30

北海道紋別市幸町６丁目１－８

正社員以外・紋別市
126,720 8:30～15:30

北海道紋別市落石町１丁目３番３７号

正社員・紋別市 239,800 7:30～17:00

北海道紋別市元紋別７番地

正社員・紋別市 59 167,600 7:30～18:30

北海道北見市三住町３７番地１

正社員・紋別市 64 225,000 9:00～18:00

千葉県木更津市かずさ鎌足３－９－１

スマートソーラー株式会社 発電所の保守員（北海
道：紋別）

紋別ソーラーパーク発電所における保守
業務。・発電所内環境維持管理に伴う土
木作業 （管理道路の補修作業、排水路の
清掃・補修、 土砂崩れ・洗堀の補修、樹木
伐採等） ・サイト管理（除草、除雪、監視カ
メラ確認等） ・点検業務（パネル、ケーブ
ル、機器の目視点検等） 他

普通自動車運転免許
必須、車両系建設機
械（整地・運搬・積込
用及び掘削用）運転
技能者又は大型特殊
自動車免許あれば尚
可

2
人雇用期間の定めなし

以 ～ 8:00～17:00
12050-  472531

雇用 労災 健康 厚生 下 270,000 (の間の8時間)

学校法人　北見カトリック学園 幼稚園教諭・保育士（紋
別市）

○園児のお世話（着替え・食事・トイレ・遊
び等）を含む教育保育全般です。 ・園生活
での見守り、療育支援、指導など ・その
他、付随する業務 
 
 

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）又は保
育士のいずれかの免
許・資格必須

1
人

雇用期間の定めなし
以 ～ (の間の8時間)

01050-  237031

雇用 労災 健康 厚生 下 210,000

アドバンストホーム　株式会社 大工 大工仕事（すみ付け・切り込み・カンナ掛
け・建て付け作業等）全般に従事します。 
 

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

不問 ～
01060-  101031

雇用 労災 健康 厚生 450,000

広域紋別病院 薬剤補助員（会計年度
任用職員）

当病院、薬局において薬剤補助業務に従
事します。＊薬品払出、調剤業務補助、
薬品の発注、在庫確認ほか。＊制服の貸
与あり。 
 

不問

1
人～令和5年3月31日

不問 ～ 8:30～17:15
01060-  108631

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 厚生 157,838 (の間の6時間)

医療法人社団　幸栄病院 診療放射線技師 一般撮影・ＣＴ・バリウム撮影等の業務に
従事します。◎医師の指示に基づいて、
一般撮影等の業務を行うほか、操作室・
撮影室の整備。その他、付随する業務。 
◆新卒の方、ブランクのある方、シニアの
方も応募歓迎！！ 採用時には、就職支
度金として５万円の支給があります。 

診療放射線技師必須

1
人雇用期間の定めなし

以 ～ 8:30～12:30
01060-  106731

雇用 労災 健康 厚生 下 350,000

株式会社　藤共工業 交通船（５ｔ未満）引船操
船員

クレーン船（１５０ｔ吊）に常時随行する小
型船 （５ｔ未満、１５０ｐｓ）の操船及び整備
を行います。●当船に係る作業がない場
合は、クレーン船の甲板員や陸上作業現
場での業務等に従事する場合があります 
●工事受注状況により雇用終了時期が
延長するなど、変動する場合 があります 
 

普通自動車運転免許
必須、小型船舶操縦
士必須 1

人
令和5年4月1日～令
和5年12月28日

不問 ～
01060-    5230

契約更新の可能性な
し

雇用 労災 健康 厚生 332,000

株式会社　藤共工業 甲板員 クレーン船甲板上での人力作業に従事し
ます。＊係船ロープの掛け外し作業、ウィ
ンチの操作 ＊吊り荷（ブロック・型枠など）
の移動の手間作業 ＊船体整備（錆落と
し・塗装など）作業。なお、クレーン船関連
の作業がない場合には、土木・建築・ 港
湾・舗装工事における現場作業に従事し
ます

普通自動車運転免許
必須

1
人

令和5年4月1日～令
和5年12月28日

不問 ～
01060-    4330

契約更新の可能性な
し

雇用 労災 健康 厚生 269,750

株式会社　藤共工業 現場作業員 土木・建築・港湾・舗装工事における現場
作業に従事します。 ＊人力による土砂掘
削均し・積込・小運搬・片付け等 ＊人力に
よる小規模な作業（例：標識、測量補助
員） ＊人力による芝はり・除草作業 。その
他、各種作業について必要とされる補助
的業務 。
 

普通自動車運転免許
必須

5
人

令和5年4月1日～令
和5年12月28日

不問 ～
01060-    3030

契約更新の可能性な
し

雇用 労災 健康 厚生 269,750

医療法人社団　三浦歯科医院 歯科衛生士 清掃（診療室．待合室） 、歯科用器具の清
掃（滅菌消毒） 、患者さんの口腔状態の
説明、ブラッシング指導 （歯ブラシ、歯間
ブラシ、フロス使用方法、舌の清掃） 、ス
ケーリング 、歯科医師の補助 、歯型の印
象採得、石膏注入、模型製作 　他

歯科衛生士必須

1
人雇用期間の定めなし

以 ～ 8:30～12:30
01060-  121731

雇用 労災 健康 厚生 下 203,000

松岡満運輸株式会社　紋別営
業所

一般事務 当事務所において、一般事務に従事して
いただきます。 ＊電話の受付、来客者の
応対。 ＊パソコン入力業務。（伝票作成や
ワード・エクセル等） ＊売上金処理、入出
金管理。 ＊銀行・郵便局などの外回りが
あります（社用車使用） そのほか、清掃な
ど付随する業務。 

普通自動車運転免許
必須

1
人～令和5年3月31日

不問 ～ 8:30～16:55
01060-  129531

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

雇用 労災 健康 厚生 159,160 8:15～16:55

不問

1
人雇用期間の定めなし

不問 ～ 8:00～12:00
01060-  126031

雇用 労災 健康 厚生 157,920

株式会社　しめまる 青果担当（フルタイム） 店舗内において、商品陳列、バックヤード
作業（青果担当）全般に従事します。＊青
果物のカット作業。 ＊各野菜の商品作り。
（包装やパック詰めなど） ＊作業後の整理
整頓。 ＊三角巾およびエプロンの貸与あ
り。 
 

医療法人社団　三浦歯科医院 歯科助手 ●診療所内外の清掃　（玄関・トイレ・待
合室・診療室・レントゲン室・技工室他）
●歯科用器具の清掃（滅菌消毒）　●診
療室への患者さんの誘導　●医師の補
助、器具出し、バキューム他　●歯型模
型の製作、整理　その他診療に関する補
助業務

不問

1
人雇用期間の定めなし

以 ～ 8:30～12:30
01060-  124931

雇用 労災 健康 厚生 下 183,000

令和5年1月27日 (金)
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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。
▶


