ハローワーク求人情報 市内版 ２－１

発行日

令和3年1月22日 (金)

● 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

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

ハローワーク紋別
ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１
年
齢

賃金

就業時間

求
人
数

フルタイム
当事務所内において、会計事務及び総 普通自動車運転免許
務業務に従事します。会社の会計管理に 必須
係る業務が主になります。
＊従業員の社会保険の届出書類等の作
01060- 147411
成および手続きなど、労務管理に係る事
雇用期間の定めなし
務作業を行います。
＊清掃や備品等の買い物の他、事務に
雇用 労災 健康 厚生 付随する業務があります。
北海道紋別市大山町４丁目３－３６

北海設計 株式会社

経理事務員

171,656 8:00～17:30

正社員・紋別市

＊見積書作成、日報作成業務（パソコン 普通自動車運転免許
操作あり）
必須
＊スタッフの工程管理、電話・来客対応
＊一般家庭にダスキンの商品・サービス
雇用期間の定めなし 01060- 135711
のご案内・提案を行う
＊契約先へ出向いて専用清掃機材・薬剤
等を使用しての清掃業務・薬品を使用す
雇用 労災 健康 厚生 るので、薬品アレルギーのない方
北海道紋別市南が丘町７丁目４０－２２

有限会社 ダスキン末広

不問

清掃管理スタッフ

雇用期間の定めなし

01060- 142111
北海道紋別市南が丘町７丁目４１－１１

雇用 労災 健康 厚生

動物病院において、受付業務および診察 不問
補助に従事します。
＊来院者、電話等の受付、会計業務。
＊診察時の動物の保定、診察補助。
＊入院動物の看護業務。
＊その他動物病院での日常業務。
＊パソコン業務あり（入力程度）

205,000 8:30～17:30
～

35 170,000 8:30～18:30
以

～

大谷認定こども園において、教育保育業
務に従事します。
正社員以外・紋別市
【応募条件】仏教の信仰・理念を基盤とし
た当園の教育方針を理解し、信仰に立脚
01060137211
した自己研鑽を積み、建学の理念の具現
雇用期間の定めなし
をめざした保育を実践する意欲のある
雇用 労災 健康 厚生 方。
北海道紋別市幸町１丁目５７
外国人採用に係る業務
事務員
有限会社 コミュニティ
＊電話応対、書類作成、採用者の生活支
正社員・紋別市
援等（各種手続きなど、日本で生活できる
ようサポートします）
雇用期間の定めなし 01060- 138511
経理事務業務
＊介護医療保険請求事務・介護関連事
務全般
雇用 労災 健康 厚生 トライアル雇用併用求人
北海道紋別市大山町１丁目３６番１４号

保育士必須、幼稚園
225,000 8:00～17:00
教諭免許（専修・１種・
２種）必須、いずれか
～
の免許・資格所持で可 不問

株式会社 エムリンクオホーツ 看護職員
正社員・紋別市 ク 夢ふうせんラポール

普通自動車運転免許
必須、看護師必須、准 64 178,800 8:30～17:30
看護師必須、いずれ
～
かの免許・資格所持で 以
可

北海道紋別市幸町１丁目５７

学校法人 紋別大谷学園

雇用期間の定めなし

01060- 140611

正社員以外・紋別市

紋別漁業協同組合 帆立生産 帆立操業船乗組員
部会

北海道紋別市落石町５丁目４－１３

令和3年2月22日～令
和3年11月30日
契約更新の可能性な
し

正社員・紋別市
雇用期間の定めなし

紋別市役所

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

01060- 134111
北海道紋別市幸町２丁目１番１８号

1
人

189,500

1
人

225,000
普通自動車運転免許
必須

152,000 8:30～17:30
不問

～

1
人

202,000

1
人

下 197,200

雇用 労災 健康 厚生

＊ホタテ貝の漁獲および選別作業
ホタテ貝を八尺（漁具）により、捕獲し船
上に上げ、ホタテ貝・ヒトデ等を選別しホ
タテ貝を魚倉におさめる作業。また、帰港
01060- 4010
し漁獲したホタテ貝をトラックに荷揚げ・積
み込む作業。
雇用 労災
＊陸上では、漁具等の補修等作業。
北海道紋別市港町６丁目５番２号
工場内及び現場作業・金属の切断・溶接
鉄工員
有限会社 水野鉄工所
等、製品製造、仕上げ、製品の現地取付
け工事
・溶接機、ガス切断機、プラズマ切断機、
ローラー折りまげ機などを使っての加工
01060- 132611
又は金属製品の塗装及び工場内の雑務
も行って頂きます。
雇用 労災 健康 厚生 ・資格の種類によっては、資格取得に係
北海道紋別市北浜町２丁目１０番３８号
る費用を会社で負担いたします。

正社員以外・紋別市
令和3年4月1日～令
和4年3月31日

生活ホーム・サービス付き高齢者住宅に
お住まいの高齢者の方の健康管理を行
います。居室１９室（全館個室）、入居者
は２０名～２２名。施設業務が未経験者、
ブランクのある方も歓迎します！！

1
人

下 170,000

保育教諭（嘱託職員）

01060- 136811

1
人

205,000

保育士必須、幼稚園
169,100 8:00～17:00
教諭免許（専修・１種・
２種）必須、いずれか
の免許・資格所持で可 不問
～

雇用期間の定めなし

保育教諭（紋別大谷認
定こども園）

不問

大谷認定こども園において、教育保育業
務に従事します。
【応募条件】仏教の信仰・理念を基盤とし
た当園の教育方針を理解し、信仰に立脚
した自己研鑽を積み、建学の理念の具現
をめざした保育を実践する意欲のある
雇用 労災 健康 厚生 方。

学校法人 紋別大谷学園
正社員・紋別市

1
人

255,475

正社員・紋別市

有限会社 紋別家畜診療セン 動物病院スタッフ
正社員・紋別市 ター・南が丘動物病院

～

不問

300,000 5:00～16:00
不問

～

3
人

300,000
普通自動車運転免許
165,000 8:00～17:00
必須（AT限定不可）、
ガス溶接技能者あれ
ば尚可、移動式クレー 不問
～
8:00～15:00
ン運転士あれば尚
可、玉掛技能者あれ
ば尚可

1
人

260,000

看護師または准看護師 高齢者ふれあいセンターにおいて、健康 普通自動車運転免許
151,400 8:30～16:30
（パートタイム会計年度 指導・介護予防事業の業務に従事しま 必須（AT限定不可）、
す。（健康相談、血圧測定、入浴指導、機 看護師必須、准看護
任用職員）
1
能回復訓練、介護予防事業業務）
(の間の6時間)
師必須、いずれかの 不問
～
人
免許・資格所持で可
雇用 公災 健康 厚生

151,400
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● 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

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

ハローワーク紋別
ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１
年
齢

賃金

就業時間

961

7:00～15:00

～

(の間の7時間)

求
人
数

パートタイム
イオン北海道株式会社 イオン 鮮魚コーナー担当
パート・紋別市 紋別店
6ヶ月

01060- 143711

北海道紋別市花園町３丁目４番３９号

雇用 労災

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

イオン北海道株式会社 イオン 精肉コーナー担当
パート・紋別市 紋別店
6ヶ月

01060- 144811

契約更新の可能性あ 北海道紋別市花園町３丁目４番３９号
り（原則更新）

雇用 労災

イオン北海道株式会社 イオン 早朝品出し担当
パート・紋別市 紋別店
6ヶ月

01060- 145211

契約更新の可能性あ
り（原則更新）
北海道紋別市花園町３丁目４番３９号

労災

イオン紋別店の鮮魚コーナーで、商品の 不問
パック詰め業務と売場への補充・陳列業
務を行います。マニュアルがあり、誰にで
も手順通りに作ることができます。入社時
に、衛生教育の研修を行います。
※教育制度がしっかりしているので、未
経験者も安心して働けます。
※あまり売場には出ないので、照れ屋さ
んでもＯＫです。
※働き方改革認定企業
イオン紋別店の精肉コーナーで、商品の 不問
パック詰め業務と売場への補充・陳列業
務を行います。マニュアルがあり、誰にで
も手順通りに作ることができます。入社時
に、衛生教育の研修を行います。
※教育制度がしっかりしているので、未
経験者も安心して働けます。
※あまり売場には出ないので、照れ屋さ
んでもＯＫです。
当日入荷してきた商品を、売場毎に仕分 不問
けして、売場での品出しおよび陳列業務
を行います。品出し後、空いた段ボール
等を片付ける作業もあります。
※教育制度がしっかりしているので、未
経験者も安心して働けます。

不問

1,041

不問

6ヶ月

01060- 146511

契約更新の可能性あ
北海道紋別市花園町３丁目４番３９号
り（原則更新）

パート・紋別市
雇用期間の定めなし

有限会社 丸富渡辺水産

雇用期間の定めなし

食堂店員

01060- 148011
北海道紋別市北浜町２丁目６番３６号

パート・紋別市

雇用 労災

労災

エイジス北海道 株式会社 北 商品補充スタッフ
見ディストリクト
01050- 379411

北海道北見市北２条西６丁目１２－２

労災

株式会社 エムリンクオホーツ 看護職員（パート）
パート・紋別市 ク 夢ふうせんラポール
雇用期間の定めなし

01060- 139411
北海道紋別市落石町５丁目４－１３

雇用 労災

7:00～15:00

～

(の間の7時間)

891
不問

1
人

6:00～10:00
3
人

～
891

不問

866

9:00～21:15

～

(の間の7時間)

2
人

1,026

食堂業務全般、その他付随する業務
不問
・調理補助・接客、レジ・配膳、食器洗い
※休日・勤務時間など労働条件について
は相談させていただきます
※社会保険については雇用条件により付
与します。
≪≪ 急 募 ≫≫
◇当社契約先の店舗にて、商品を補充す 普通自動車運転免許
るのが主な業務です。
必須
＊接客や機械を使った業務はありませ
ん。数名での分担作業ですので負担も少
ないお仕事です。
＊直行直帰でマイカー通勤可能です。
チームでの分担作業になるので負担も少
なく、チームで協力しながら成果を上げた
い方にぴったりなお仕事です。
★午前中の時間を有効活用しません
か？
生活ホーム・サービス付き高齢者住宅に
お住まいの高齢者の方の健康管理を行
います。居室１９室（全館個室）、入居者
は２０名～２２名。施設業務が未経験者、
ブランクのある方も歓迎します！！

936

1,016

イオン北海道株式会社 イオン サービスカウンター業務 サービスカウンター（総合案内所）におい 不問
て、お客様のご案内や商品包装の承り、
パート・紋別市 紋別店
宅配便の受付、ギフト催事の承りなどの
業務を行います。各種承り業務は、端末
にて行いますので、簡単です。
※入社時研修もしっかりしているので、未
経験者も安心して働くことができます。

1
人

不問

1,000

9:30～15:00

～

9:30～15:00

1
人

1,200 (の間の5時間)
870
不問

8:15～12:15

～

1
人

920

普通自動車運転免許
必須、看護師必須、准 64
看護師必須、いずれ
かの免許・資格所持で 以
可

下

1,040

9:00～16:00

～

(の間の6時間)

1,600

【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。）

1
人

